
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修者名 出版社

1 007.3 おうち時間を使ってはじめるYouTube 主婦の友社 主婦の友社

2 007.3 50歳からはじめるSNS入門　2021最新版 マイウェイ出版

3 031.7 小学生なら1秒で答える!大人を悩ますクイズ 知的生活追跡班 青春出版社

4 141.2 色彩心理図鑑 ﾎﾟｰﾎﾟｰ ﾎﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 日本文芸社

5 146.0 絵本が開く心理臨床の世界 前川　あさ美・田中健夫 新曜社

6 159 面倒くさがりの自分がおもしろいほどやる気になる本 内藤　誼人 明日香出版社

7 188.8 禅の言葉とジブリ 細川　普輔 スタジオジブリ

8 210.4 戦国武将の土木工事 豊田　隆雄 彩図社

9 210.4 13歳のきみと、戦国時代の「戦」の話をしよう。 房野　史典 幻冬舎

10 290.9 そこにある山　結婚と冒険について 角幡　唯介 中央公論新社

11 291.0 ブラタモリ13　京都（清水寺・祇園）黒部ダム 立山 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

12 291.0
ブラタモリ14　箱根 箱根関所 鹿児島 弘前
十和田湖 奥入瀬

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

13 332.1 戦国経済の作法 小和田　哲男 Ｇ.Ｂ．

14 335.1
ＳＤＧｓの考え方と取り組みがこれ1冊でしっかり
わかる教科書

バウンド 技術評論社

15 336 リモートワーク大全 壽　かおり ポプラ社

16 336.9
たった10日で決算書がプロ並みに読めるように
なる!

林 總 ダイヤモンド社

17 366.3 女性50代からのキャリアデザイン 森　ゆき センバ出版

18 369.2
70歳の新人施設長が見た介護施設で本当に
あった

川村　隆枝 アスコム

19 369.2 一人でもできるシニアのかんたん虚弱予防体操50 齋藤　道雄 黎明書房

20 369.4 里親になりませんか 吉田　菜穂子 日本法令

21 371.4 子どものココロが見えるユーモア詩の世界 増田　修治 ぎょうせい

22 376.1 子どものココロに寄りそう言葉がけ 石川　洋子 メイト

23 376.1 おはなしいっぱい!楽しい手袋シアター amico 新星出版社

24 379.9 ようこそ!子育てキッチンへ 村上　三保子 みらいﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

25 487 サメのアゴは飛び出し式 川崎　悟司 SBクリエイティブ
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26 493.7
図解　鎌田實医師が実践している認知症になら
ない

鎌田　實 朝日出版社

27 494.5 もしも一年後、この世にいないとしたら。 清水　研 文響社

28 498.5 体が整う水曜日の漢方 工藤　孝文・工藤　あき 大和書房

29 498.6 コロナ後の世界を語る 養老　孟司ほか 朝日新聞出版

30 498.7 産後ケア完全理解読本 福島　富士子 財政研究所

31 498.8 メンタルが強い人の習慣 武神　健之 PHP研究所

32 502.1 職人の手 山崎　真由子 ＫＴＣ中央出版

33 518.8 楽しい公共空間をつくるレシピ 平賀　達也ほか ユウブックス

34 520.4 ひとの住処　1964-2020 隅　研吾 新潮社

35 589.2 服が、めんどい 大山　旬・須田　浩介 ダイヤモンド社

36 591 大人になったら知っておきたいマネーハック大全 山崎　俊輔 フォレスト出版

37 598.2 こうしておれは父になる〈のか〉 本人 イースト・プレス

38 599.0 ＃赤ちゃん相談室 森戸やすみ・大野太郎・もーちゃん 宝島社

39 627.8 山野草わたしのひと鉢 栃の葉書房

40 645.7 ヒミツのヒミツの猫集会 沖　昌行　ほか 天夢人

41 693.2 戦争と郵便 　
切手の博物館
郵趣サービス社

42 694.5 インターネット権利侵害 深澤　諭史 第一法規

43 694.6 孫の顔が見たい！はじめてのスマホでビデオ通話 扶桑社スマホ向上委員会

44 726.6 内なる町から来た話 ショーン タン　・岸本 佐知子 河出書房新社

45 728.9 “きれいな字”の絶対ルール 青山 浩之
日経BP社
日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

46 779.1 言い訳　関東芸人はなぜMｰ１で勝てないのか 塙　宜之　・　中村 計 集英社

47 780.2 スポーツ地域マネジメント 原田　宗彦 学芸出版社

48 786.1 ロープワーク 水野　隆信 山と渓谷社

49 809.2 世界最高の話し方 岡本　純子 東洋経済新報社

50 830.7 中学英語から始める洋書の世界 林　剛司 青春出版社
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51 913.6 発注いただきました！ 朝井 リョウ 集英社

52 913.6 ハラスメントゲーム 井上　由美子 河出書房新社

53 913.6 月まで三キロ 伊与原　新 新潮社

54 913.6 府中三億円事件を計画・実行したのは私です。 白田 ポプラ社

55 913.6 小説「安楽死特区」 長尾　和宏 ブックマン

56 913.6 鬼平犯科帳　9 池波 正太郎 文藝春秋

57 913.6 鬼平犯科帳　10 池波 正太郎 文藝春秋

58 913.6 幕末新選組　上 池波 正太郎 埼玉福祉会

59 913.6 幕末新選組　下 池波 正太郎 埼玉福祉会

60 913.6 楊令伝　12　九天の草 北方　謙三 集英社

61 913.6 楊令伝　13　青宴の章 北方　謙三 集英社

62 913.6 楊令伝　14　星歳の章 北方　謙三 集英社

63 913.6 楊令伝　15　天穹の章 北方　謙三 集英社

64 913.6 珠玉 開高　健 文芸春秋

65 914.6 気がつけば、終着駅 佐藤　愛子 中央公論新社

65
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児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 385 かんたん！かわいい！イベントラッピングとカード 武田　真理恵 主婦の友社

2 388 日本昔ばなしのことば絵本 千葉　幹夫 ナツメ社

3 481 動物たちが教えてくれる海の中のくらし 佐藤　克文　・木内 達朗 福音館書店

4 498 いただきます 島本　美知子 東京図書出版

5 798 小さな悪い本 マグヌス ミスト　ほか 金の星社

6 913. 劇場版 鬼滅の刃　無限列車編 吾峠　呼世晴原　ほか 集英社

7 993 クリスマスの小屋 ルーズ ソーヤー　ほか 福音館書店

8 E うごきません 大塚　健太 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

9 E スタジオジブリのいろんなくらし スタジオジブリ・徳間書店児童編集部 徳間書店

10 E まめまきバス 藤本ともひこ 鈴木出版

11 E まめまきできるかな すとう あさえ・田中　六大 ほるぷ出版

12 E いろんなたまご クララ コルマン・小川　浩一 大日本絵画

13 E わにのなみだはうそなきなみだ
アンドレ フランソワ・ふしみ
みさを

ロクリン社

14 E ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ピム ラマース ほか ほるぷ出版

15 E てあらいできるかな きむら ゆういち 偕成社

16 E ミツバチたち カーステン ホール ほか 化学同人

17 E サンタさん 長尾　玲子 福音館書店

18 E 野ねずみきょうだいの草花あそび　秋から春まで 相澤　悦子・長谷川　直子 福音館書店

19 E ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわ　ゆみこ 教育画劇

20 E ゆめぎんこう コンドウ　アキ 白泉社

21 E どうぶつのおかあさん　英語版 Animal Mams 小森　厚 ほか 福音館書店

22 E たまごのあかちゃん　英語版　Egg Babies かんざわ　としこ　ほか 福音館書店

23 E きんぎょがにげた　英語版 The Goldfish Away 五味太郎　・ﾛﾊﾞｰﾄ ｷｬﾝﾍﾞﾙ 福音館書店

24 E サンドイッチサンドイッチ　英語版 Sandwich!Sandowich! 小西英子・ﾛﾊﾞｰﾄ ｷｬﾝﾍﾞﾙ 福音館書店

25 E おつきさまこんばんは　英語版 Good Evening Mr. Moon 林 明子・ﾛﾊﾞｰﾄ ｷｬﾝﾍﾞﾙ 福音館書店

26 C ながいきしてね七五三 やすい すえこ・福田 岩緒 童心社

26
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ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y069 ミュージアムを知ろう 横山 佐紀 ぺりかん社

2 Y314.8 中高生からの選挙入門 谷　隆一 ぺりかん社

3 Y327.1 検察官になるには 飯島　一孝 ぺりかん社

4 Y370 教育業界で働く 三井　綾子 ぺりかん社

5 Y378 特別支援学校教諭になるには 松矢 勝宏・宮崎 英憲・高野 聡子 ぺりかん社

5

郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 K070 終わりなき〈いくさ〉～沖縄戦を心に刻む 藤原 健 琉球新報社

2 K147.6 琉球奇譚　マブイグミの呪文 小原　猛 竹書房文庫

3 K289.1 残波岬に立つ男 山内徳信 徳田　　友子 沖縄タイムス社

4 K334.4 ワールドウチナーンチュ 前原　信一 ボーダーインク

5 K369.4 沖縄子どもの貧困白書 加藤 彰 ほか かもがわ出版

5

参考資料

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 R010.3 図書館情報学用語辞典 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会 丸善出版

2 Ｒ450.9 奇跡の大自然図鑑 スミソニアン協会　ほか 東京書籍

2

合　　計 103冊


