
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修者名 出版社

1 007.3 note完全マニュアル 八木重和 著 秀和システム

2 007.3 ホワイトハッカー入門 阿部ひろき 著 インプレス

3 007.6 最新基本パソコン用語事典 秀和システム編集本部 編著 秀和システム

4 013 図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井潤 著 青弓社

5 019.2 子どもを読書好きにするために親ができること 白坂洋一 著 小学館

6 024.1 日本の小さな本屋さん 続 和氣正幸 著 エクスナレッジ

7 146.8 大切な人を亡くしたあなたに知ってほしい5つのこと 井出敏郎 著 自由国民社

8 209 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 経済編 山崎圭一 著 ＳＢクリエイティブ

9 209.2 人類前史　上 グラハム・ハンコック 著 双葉社

10 209.2 人類前史　下 グラハム・ハンコック 著 双葉社

11 291.6 るるぶ京都大阪 ’21 ＪＴＢパブリッシング

12 293.8 フィンランドでかなえる100の夢 kukkameri 著 ダイヤモンド・ビッグ社

13 302.3 ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディみかこ 著 講談社

14 304 ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田樹 編 晶文社

15 316.8 ブラック・ライブズ・マター 河出書房新社

16 319.2 反日種族主義 日韓危機の根源 李 栄薫 編著 文藝春秋

17 338
LINE Pay,Pay Pay,楽天ペイ,d払い,au PAY,メ
ルペイ＆モバイルSuicaキッシュレス導入ガイ

リンクアップ 著 技術評論社

18 338.7 人生を賭けて「家」を買った人の末路 屋敷康蔵 著 PHP研究所

19 367.9 性のおはなしＱ＆Ａ 浅井春夫 著 エイデル研究所

20 377.9 わが子が就活を始めるときに読む本 渡部幸 著 KADOKAWA

21 385 冠婚葬祭マナーの常識 岩下宣子 監修 主婦の友社

22 404 身近な科学が人に教えられるほどよくわかる本 佐巻健男 編著 ＳＢクリエイティブ

23 480.7 水族館めぐり G.B.

24 480.7 動物園めぐり G.B.

25 495.4 10万個の子宮 村中璃子 著 平凡社
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26 541.6 トコトンやさしい電線・ケーブルの本 福田遵 著 日刊工業新聞社

27 596 心と体を整える美トレめし Kelly 著 光文社

28 596.3 はじめてでもおいしく作れるリゾット・ピラフ・パエリア 上田淳子 著 家の光協会

29 596.4 一生役立つスガ家のおせちとハレの日の作りおき スガ 著 エムディエヌコーポレーション

30 596.6 フレンチトーストとパン料理 ナガタユイ 著 河出書房新社

31 625.5 基礎からわかるおいしいオウトウ栽培 富田晃 著 農山漁村文化協会

32 629.1 日本庭園のひみつ 宮元健次 著 メイツユニバーサルコンテンツ

33 673.9 だれかの記憶に生きていく 木村光希 著 朝日新聞出版

34 685.2 国道16号線 柳瀬博一 著 新潮社

35 687.9 空港の解体新書 イカロス出版

36 721.5 教えてコバチュウ先生！琳派超入門 小林忠 著 小学館

37 750 ふきさんのアイデアおもちゃ大百科 佐藤蕗 著 偕成社

38 767.8 GACKTの勝ち方 GACKT NORTH VILLAGE

39 786.5 60歳からが楽しい自転車趣味人 辰巳出版

40 796.0 藤井聡太のいる時代 朝日新聞将棋取材班 著 朝日新聞出版

41 801.7 アメリカ大使館 神といわれた同時通訳者 松本道弘 著 さくら舎

42 816 間違いだらけの文章教室 高橋源一郎 著 朝日新聞出版

43 910.2 「井上ひさし」を読む 今村忠純 ほか述 集英社

44 910.4 日本の文学 ドナルド・キーン 著 中央公論新社

45 913.6 鬼平犯科帳 11 池波正太郎 著 文藝春秋

46 913.6 鬼平犯科帳 12 池波正太郎 著 文藝春秋

47 913.6 ヒポクラテスの憂鬱 中山七里 著 祥伝社

48 913.6 JR上野駅公園口 柳美里 著 河出書房新社

49 913.6 僕が殺した人と僕を殺した人 東山彰良 著 文藝春秋
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50 913.6 雨の降る森の犬 馳星周 著 集英社

51 913.6 穴あきエフの初恋祭り 多和田葉子 著 文藝春秋

52 913.6 風はずっと吹いている 長崎尚志 著 小学館

53 913.6 赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井光太 著 小学館

54 913.6 パソコン探偵の名推理 内田康夫 著 実業之日本社

55 913.6 コロナ黙示録 海堂尊 著 宝島社

56 913.6 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾 著 光文社

57 914.6 他力 五木寛之 著 幻冬舎

58 933.7 きみと息をするたびに ニコラス・スパークス 著 アチーブメント出版

58
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児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 388 会えるかも!? 妖怪ずかん よしながこうたく ほか 著 あかね書房

2 480 未確認生物UMA攻略図鑑 山口敏太郎 著 新星出版社

3 488 どっちが強い⁉ カラスvsコウモリ 柴田佳秀 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

4 489 どっちが強い⁉ カバvsアフリカスイギュウ 今泉忠明 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

5 913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 12 廣嶋玲子 作 偕成社

6 913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 13 廣嶋玲子 作 偕成社

7 913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 14 廣嶋玲子 作 偕成社

8 933 アーサー王物語 ジェイムズ・ノウルズ 作 偕成社

9 E ふみきりくん えのもとえつこ 文 福音館書店

10 E できるかな？（英語でもよめる） エリック・カール さく 偕成社

11 E 恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい 黒川みつひろ 作・絵 小峰書店

12 E おかねをつかう！ シンダーズ・マクレオド 作・絵 岩崎書店

13 E ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子 さく 福音館書店

14 E ひなまつりパーティーはるらんらん すとうあさえ 文 ほるぷ出版

15 E きょうからほいくえん エヴァ・モンタナーリ 作 岩崎書店

16 E いま、なんさい？ ひがしちから 作 BL出版

17 E どんどんめんめん ひらたまさひろ ぶん えほんの社

18 E ちびちっち ステファニー・ブレイク 作 あすなろ書房

19 E あっ、オオカミだ！ ステファニー・ブレイク 作 あすなろ書房

20 C たつまきがおこったら？ 杜 今日子 作・絵 教育画劇

21 C かぜヒッキーをやっつけろ！ 礒 みゆき 脚本・絵 童心社

21
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ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y367.3 毒親に育てられました つつみ 著 KADOKAWA

2 Y498.9 死体が教えてくれたこと 上野正彦 著 河出書房新社

3 Y913.6 黄昏の岸 暁の天（そら） 十二国記8 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

1 378 聴こえない世界に生きて 沖縄風疹聴覚障害教育を記録に残す会 編 新星出版

2 483.3 サンゴの白化 中村崇 共編著 成山堂書店

3 818 うちなーぐち しくみと解説 宮良信詳 著 沖縄時事出版

4 910.2 沖縄文学論 大城立裕を読み直す 大野隆之 著 編集工房東洋企画

5 914.6 海をあげる 上間陽子 著 筑摩書房

5

合　　計 87冊


