
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修者名 出版社

1 007.3 オンライン・セミナーのうまいやりかた 高橋龍征 著 クロスメディア・パブリッシング

2 007.6 スマホの中身も「遺品」です デジタル相続入門 古田雄介 著 中央公論新社

3 021.2 著作権法 第3版 中山信弘 著 有斐閣

4 141.2 1は赤い。そして世界は緑と青でできている。 望月菜南子 著 飛鳥新社

5 146.8
いつも自分のせいにする罪悪感がすーっと消え
てなくなる本

根本裕幸 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

6 209 一冊でわかるイラストでわかる図解世界史 成美堂出版編集部 編 成美堂出版

7 210.1 一冊でわかるイラストでわかる図解日本史 成美堂出版編集部 編 成美堂出版

8 324.8 わかりやすい賃貸住宅 古田杉明 著 自由国民社

9 335 新型コロナウイルス影響下の法務対応 中央経済社 編 中央経済社

10 336.2 オフィスの業務改善100の法則 松井順一、佐久間陽子 著 日本能率協会マネジメントセンタ

11 336.4 超基本テレワークマナーの教科書 西出ひろ子 著 あさ出版

12 336.9 1時間でわかる経費で落ちる領収書 渡邊勇教 著 技術評論社

13 345.1 新型コロナウイルス対応の税制特例法 中島孝一 著 ぎょうせい

14 361.4 同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか 鴻上尚史、佐藤直樹 著 講談社

15 368.6 あなたのスマホがとにかく危ない 佐々木成三 著 祥伝社

16 369.3 避難所に行かない防災の教科書 西野弘章 著 扶桑社

17 369.3 防災イツモマニュアル 防災イツモプロジェクト 編 ポプラ社

18 386.9 すぐに役立つ366日記念日事典 上巻 加瀬清志 著 創元社

19 386.9 すぐに役立つ366日記念日事典 下巻 加瀬清志 著 創元社

20 489.9 ゴリラのすべて 山極寿一 監修 廣済堂出版

21 493.7 ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川和夫 著 KADOKAWA

22 499.8 生活の木アロマワークショップBOOK 生活の木 著 パルコエンタテインメント事業部

23 589.2 大人の着やせバイブル 新装版 石田純子 監修 主婦の友社

24 592.7 はじめてのセルフリノベ 長野恵理 著 エクスナレッジ

25 594 ビギナーズ手作りアクセサリー100 repicbook

26 595.4 おうちでできるヘアカット GARDEN 監修 主婦の友社

27 595.5 パリジャンが教えるヒゲの教科書 ジャン・アルティニャン 著 パイインターナショナル

28 596 麹のレシピ おのみさ 著 池田書店
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29 596.4 究極の作りおき！まるごと冷凍弁当 MAYA 著 宝島社

30 596.6
日本一適当なパン教室の夜こねて冷蔵庫でほっ
たらかし朝焼きたてパンレシピ

Backe晶子 著 PHPエディターズグループ

31 596.7 家飲みかんたんドリンク150 荻野修一 監修 主婦の友社

32 602.1 日経業界地図 2021年版 日本経済新聞社 編 日経BP日本経済新聞出版本部

33 626 育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 玉置標本 著 家の光協会

34 627 花屋さんに並ぶ植物がよくわかる「花」の便利帖 深野俊幸 監修 KADOKAWA

35 645.6 犬連れ災害対策マニュアル 枻出版社

36 723.1 写実絵画の画家たち ホキ美術館コレクション 平凡社

37 723.3 バンクシー 壁に隠れた男の正体 ウィル・エルスワース=ジョーンズ 著 パルコエンタテインメント事業部

38 728 賞状の書き方 前田篤信 著 日貿出版社

39 779.9 志村けん160の言葉 志村けん 著 青志社

40 781.9 なわ跳び練習百科 齋藤仁 編著 叢文社

41 786 完全焚火マニュアル 笠倉出版社

42 809.2 説明の技術 石田一洋 著 総合法令出版

43 809.2 迷ったら声で決める！ 清川永里子 著 さくら舎

44 809.6 オンラインでズバリ伝える力 佐藤綾子 著 幻冬舎

45 830 いまさら聞けない英語のギモン 小池浩 著 西東社

46 913.6 楊令伝 10 北方謙三 著 集英社

47 913.6 楊令伝 11 北方謙三 著 集英社

48 913.6 鬼平犯科帳 5 池波正太郎 著 文藝春秋

49 913.6 恐ろしくきれいな爆弾 越智月子 著 小学館

50 913.6 死神の棋譜 奥泉光 著 新潮社

51 913.6 インビジブル 坂上泉 著 文藝春秋

52 913.6 合唱 岬洋介の帰還 中山七里 著 宝島社

53 913.6 テロリストの家 中山七里 著 双葉社

54 913.6 もう、聞こえない 誉田哲也 著 幻冬舎

55 914.6 夫の後始末 続　今も一つ屋根の下で 曽野綾子 著 講談社

56 914.6 ニッポンの違和感 松尾貴史 著 毎日新聞出版

57 915.6 本とあるく旅 森まゆみ 著 産業編集センター

57



児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 141 世界一やさしい右脳型問題解決の授業 渡辺健介 著 ダイヤモンド社

2 493 どうして新型コロナになるの？ 松永展明 監修 金の星社

3 493 どうしてかぜをひくの？インフルエンザになるの？ 清水直樹 監修 金の星社

4 594 親子で楽しく「ぬう」と「あむ」 くまだまり 監修 主婦の友社

5 913 おしりたんてい やみよにきえるきょじん とろる さく・え ポプラ社

6 913 ルドルフとノラねこブッチー 斉藤洋 作 講談社

7 913 王様ゲーム 起源8.08 金沢信明 著 双葉社

8 E ねむいねむいねずみのクリスマス 改訂版 佐々木マキ 作・絵 PHP研究所

9 E ゆきのひ 佐々木潔 作・絵 講談社

10 E ゆきみちさんぽ えがしらみちこ 作 講談社

11 E みまわりこびと アストリッド・リンドグレーン 文 講談社

12 E さわってたのしむどうぶつずかん てんじつきさわるえほん ドーリング・キンダースリー社 BL出版

13 E おばけのばあ せなけいこ さく・え KADOKAWA

14 E いろいろバス tupera tupera さく 大日本図書

15 E おたんじょうびのケーキちゃん もとしたいづみ さく 佼成出版社

16 E ねぐせのしくみ ヨシタケシンスケ 作 ブロンズ新社

17 E かわにくまがおっこちた リチャード・T・モリス 著 岩崎書店

18 E プーさんとであった日 リンジー・マティック 文 評論社

19 E すっぽんぽんのすけ もとしたいづみ 作 鈴木出版

19

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y371.4 いじめ・自殺ストップ作文集 再チャレンジ東京 企画・編集 国書刊行会

2 Y913.6 ハリネズミは月を見上げる あさのあつこ 著 新潮社

3 Y913.6 華胥の幽夢（かしょのゆめ） 十二国記 7 小野不由美 著 新潮社

3



郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 147.6 いまでもグスクで踊っている 小原猛 著 ボーダーインク

2 147.6 琉球怪談 マブイグミの巻 太田基之 画、小原猛 原作 小学館

3 498.5 減塩の食事で脳卒中予防 金城利彦 著 新星出版

4 786 四季の星空ガイド 沖縄の美ら星 宮地竹史 著 琉球プロジェクト

5 911.6 沖縄ことば咲い渡り さくら 外間守善 ほか 著 ボーダーインク

6 911.6 沖縄ことば咲い渡り あお 外間守善 ほか 著 ボーダーインク

7 486 沖縄の昆虫 槐真史 編著 学研プラス

7

DVD

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 778.7 メジャー MAJOR 小学館

1

合　　計 87冊


