
一　般

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 002.7 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢　紫苑　著 サンクチュアリ出版

2 007.3 Ｚｏｏｍはじめました 秋田　稲美　著 ＷＡＶＥ出版

3 007 未来をつくる言葉　わかりあえなさをつなぐために ドミニク・チェン　著 新潮社

4 019.5 かがくのとものもと 月刊科学絵本「かがくのとも」の５０年 福音館書店

5 049 数学の嘘を見抜く本 カモにされないための数字リテラシー 田口　勇 著 彩図社

6 151.2 自己責任という暴力 コロナ禍にみる日本という国の怖さ 齋藤　雅俊 著 未来社

7 159 12のタイプから人の強みが一瞬でわかる「魔法のスイッチ」 マツダミヒロ 著、鈴木克彦 監修 きずな出版

8 159.7 50代でうまくいく人の無意識の習慣 中谷　彰宏　著 青春出版社

9 253 戦争の歌がきこえる 佐藤　由美子　著 柏書房

10 289.2 李登輝　いま本当に伝えたいこと 早川　友久　著 ビジネス社

11 290.9 旅の断片 若菜　晃子　著 ＫＴＣ中央出版

12 304 日本語を、取り戻す。 小田嶋　隆　著 亜紀書房

13 304 自粛バカ　リスクゼロ症候群に羅った日本人への処方箋 池田　清彦　著 宝島社

14 312.2 わが敵「習近平」 楊　逸　著 飛鳥新社

15 318.3 官製ワーキングプアの女性たち　あなたを支える人たちのリアル 竹信　三重子　編 岩波書店

16 320 おとめ六法 上谷　さくら　著 KADOKAWA

17 330 今さら聞けないお金の超基本 坂本　綾子　著 朝日新聞出版

18 361.4 マンガ版ちょっとだけ・こっそり・素早く「言い返す」技術 ゆうきゆう 著、Jam マンガ 三笠書房

19 367.6 絶望の国の幸福な若者たち 古市　憲寿　著 講談社

20 369.2 私にとっての介護　生きることの一部として 岩波書店編集部　編 岩波書店

21 369.3 孤塁　双葉郡消防士たちの3・11 吉田　千亜　著 岩波書店

22 382.1 カムイの世界　語り継がれるアイヌの心 堀内みさ 著、堀内昭彦 撮影 新潮社

23 388.3 中野京子の西洋奇譚 中野　京子　著 中央公論新社

24 480.9 マンモスの帰還と蘇る絶滅動物たち トーリル・コーンフェルト　著 エイアンドエフ

25 492 放っておくとこわい症状大全 秋津　壽男　著 ダイヤモンド社

26 492.7 身も心もゆるめるおうち整体 片山　洋次郎　著 ＰＨＰｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ

27 493.2 高血圧　脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤 　 文響社

28 494.9 腎臓病の基本の食事　おいしく減塩＆低たんぱく 富野康日己 監修 学研プラス

29 507.2 入門知的財産法 平嶋　竜太　著 有斐閣
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30 590 自分に心地よい小さな暮らしごと 瀧本　真奈美　著 主婦の友社

31 590.4 毎日、無理なく、機嫌よく。 香菜子　著 すばる舎

32 590.4 モノが私を助けてくれる 本多　さおり　著 大和書房

33 594.9 ディズニーツムツムフェルトマスコット　いっぱい作って楽しもう！ 佐々木　公子　著 ブティック社

34 597.5 狭い部屋を楽しむ片づけのルール 高野　ひかる　監修 ナツメ社

35 597.5 「ちゃんとしなきゃ！」をやめれば二度と散らからない部屋になる なぎまゆ　著 KADOKAWA

36 599.3 手づかみ離乳食　赤ちゃんが自分から食べる〈離乳法〉 田角　勝　著 合同出版

37 673.3 あらましとQ＆Aでわかるカスハラ 中央総合法律事務所　編 金融財政事情研究会

38 674.3 あたらしい、あしらい　あしらいに着目したデザインレイアウトの本 ingectar₋e　著 ソシム

39 725 動物デッサンの基本とコツ 富永　美知代　著 ソーテック社

40 728 「書道」の教科書　この一冊で、書道からアートまで全部がわかる 横山　豊蘭　著 実業之日本社

41 754.9 季節のおりがみつり下げ飾り いまい　みさ　著 講談社

42 780.1 スポーツをがんばる子どもの勝てるカラダを作る献立 石川　三知　著 学研プラス

43 780.7 いちばんやさしい自宅トレBOOK 中野ジェームズ修一 著 宝島社

44 786.3 ベランピングスタイルブック　おうちキャンプ＆アウトドア 辰巳出版

45 787.1 さかな・釣り検索「特徴仕掛けさばき方」が分かる672頁図鑑 つり人社　編 つり人社

46 809.6 オンライン会議の教科書 堀　公俊　著 朝日新聞出版

47 913.6 鬼平犯科帳　６ 池波　正太郎　著 文藝春秋

48 913.6 鬼平犯科帳　７ 池波　正太郎　著 文藝春秋

49 913.6 鬼平犯科帳　８ 池波　正太郎　著 文藝春秋

50 913.6 俺の残機を投下します 山田　悠介　著 河出書房新社

51 913.6 半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸　潤　著 講談社

52 913.6 少年と犬 馳　星周　著 文藝春秋

53 913.6 本と鍵の季節 米澤　穂信　著 集英社

54 929.1 彼女の名前は チョ　ナムジュ　著 筑摩書房

55 933.7 ベレンとルーシエン J・R・R トールキン 著 評論社

56 953.7 アルジェリア、シャラ通りの小さな書店 カウテル・アディミ　著 作品社

56

児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 031 学校なぞなぞ４　教室、職員室編 ながた　みかこ　文 汐文社

2 281 お札に描かれる偉人たち　渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎 楠木　誠一郎　著 講談社



3 485 ここにも！そこにも！ダニ 皆越ようせい 写真・文 ポプラ社

4 486 小さな小さな虫図鑑　よくいる小さい虫はどんな虫 鈴木知之 写真・文 偕成社

5 488 カラスのジョーシキってなんだ？ 柴田佳秀 文、マツダユカ 絵 子どもの未来社

6 491 モヤモヤそうだんクリニック 池谷裕二 文、ヨシタケシンスケ 絵 NHK出版

7 626 野菜を守れ！テントウムシ大作戦 谷本　雄治　著 汐文社

8 831 カタカナ英語キャラクター図鑑　オニオンはアニャンと発音！ いとうみつる イラスト、関正生 監修 宝島社

9 913 おしりたんてい　ふめつのせっとうだん トロル　さく・え ポプラ社

10 E じぶんではなをかめるかな 深見　春夫　さく・え 岩崎書店

11 E じぶんでおしりふけるかな 深見　春夫　さく・え 岩崎書店

12 E 雨の日の地下トンネル 鎌田　歩　作 アリス館

13 E ビーナスとセリーナ　テニスを変えた伝説の姉妹 リサ・ランサム 文、ジェイムズ・ランサム 絵 西村書店

14 E とおくにいるからだよ くりはら　たかし　作/絵 教育画劇

15 E あっごきぶりだ！ 塚本　やすし　作 ポプラ社

16 E くつの音が あさの　あつこ　作　古谷　三敏　絵 今人舎

17 E にんじゃいぬタロー 渡辺　陽子　作 講談社

18 E ともだちになったミーとチュー ヤンホンイン 文、エレーヌ・ルヌヴー 絵 樹立社

19 E ごめんなさい！だいじょうぶ！ ルイス・スロボドキン　さく 出版ワークス

20 E グランデュードのまほうのコンパス ポール・マッカートニー　さく 潮出版社

21 E びーだまふくろう マランク・リンク　作 ほるぷ出版

22 E この世でいちばんすばらしい馬 チェン　ジャンホン　作・絵 徳間書店

22

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y376.8 栄養学部　中高生のための学部選びガイド 佐藤　成美　著 ぺりかん社

2 Y376.8 獣医学部　中高生のための学部選びガイド 斉藤　智　著 ぺりかん社

3 Ｙ726.1 相対性理論 （まんがで読破） アインシュタイン 原作　 イースト・プレス

4 Ｙ913.6 夜に駆ける　YOASOBI小説集 星野　舞夜　ほか　著 双葉社

4

郷　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Ｋ367 母の問わず語り-辻遊廓追想- 真喜志きさ子　著 琉球新報社

2 Ｋ147.6 琉球怪談　ゴーヤーの巻 太田基之 画、小原猛 原作 小学館



3 Ｋ147.6 琉球怪談　キジムナーの巻 太田基之 画、小原猛 原作 小学館

4 Ｋ223.1 ベトナム戦争と私　カメラマンの記録した戦場 石川　文洋　著 朝日新聞出版

5 Ｋ367.6 夜を彷徨う　貧困と暴力　沖縄の少年・少女たちのいま 琉球新報取材班　著 朝日新聞出版

6 Ｋ498.5 薬膳でメンテ 宮國　由紀江　著 タイムス住宅新聞社

7 Ｋ910.2 眉の清（ちゅ）らさぞ神の島　上野英信の沖縄 三木　健　著 一葉社

8 ＫE 日秀上人　琉球王国時代に金武観音寺を建てたお坊さん 照屋唯志 作・友利恵美子 絵 琉球企画

8

参考資料

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 R291.9 ゼンリン住宅地図　名護市　2020.6 ゼンリン 製作

1

合　　計 91冊


