
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修者名 出版社

1 007.3 オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る オードリー・タン著 プレジンデント社

2 007.6 プログラミング言語大全 クジラ飛行机 著 技術評論社

3 019.1 一冊読み切る読書術 齋藤 孝 著 ダイヤモンド社

4 019.1 本には読む順番がある 齋藤 孝 著 クロスメディア・パブリッシング

5 019.9 忖度しません 斎藤 美奈子 著 筑摩書房

6 104 これからの哲学入門　未来を捨てて生きよ 岸見 一郎 著 幻冬舎

7 159 コロナの時代の暮らしのヒント 井庭 崇 著 晶文社

8 159.6 「自分」を生きる　上手に生きるより潔く 坂東 眞理子 著 あさ出版

9 159.8 １日１話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾 秀昭 監修 到知出版社

10 209 サピエンス全史　上　文明の構造と人類の幸福 ユヴァル・ノア・ハラリ 著 河出書房新社

11 209 サピエンス全史　下　文明の構造と人類の幸福 ユヴァル・ノア・ハラリ 著 河出書房新社

12 210.7 日本のいちばん長い日　運命の八月十五日 半藤 一利 著 文藝春秋

13 289.2 Auオードリー・タン　天才IT相７つの顔 アイリス・チュウ 著　 文藝春秋

14 291 市町村名のつくり方　明治・昭和・平成の大合併で激変した日本地図 今尾　恵介 著 日本加除出版

15 304 自分の頭で考える日本の論点 出口 治明　著 幻冬舎

16 311.7 民主主義とは何か 宇野 重規 著 講談社

17 312.9 地政学 奥山 真司 監修 新星出版社

18 331.6 人新世の「資本論」 斎藤 幸平 著 集英社

19 335 ゼロからわかる！フリーランス、自営業のためのお金の超基本 横山 光昭 著 アスコム

20 361.4 人は話し方が９割　１分で人を動かし、100％好かれる話し方のコツ 永松 茂久 著 すばる舎

21 361.4 よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野 萌子 著 サンマーク出版

22 368.5 半グレ　反社会勢力の実像 NHKスペシャル取材班 著 新潮社

23 369.2 親も自分もすり減らない⁉シングル介護術 さらだ たまこ 著 WAVE出版

24 375 自宅学習の強化書　塾へ行かなくても成績が超アップ！ 葉一 著 フォレスト出版

25 379.9 非認知能力を伸ばすおうちモンテッソーリ７７のメニュー しののめモンテッソーリ子どもの家　監修 東京書籍
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26 379.9 おうちモンテッソールはじめます　「生き抜く力」の伸ばし方 シモーン・デイヴィス 著 永岡書店

27 382.1 遠野物語 柳田 邦夫 著 新潮社

28 385 知らないと恥をかく５０歳からのマナー 西出 ひろ子 著 ワニブックス

29 490.1 ルポ「命の選別」　誰が弱者を切り捨てるのか？ 千葉 紀和 著 文藝春秋

30 493.8 感染症の日本史 磯田 道史 著 文藝春秋

31 493.8 ウイルスの世紀　なぜ繰り返し出現するのか 山内 一也 著 みすず書房

32 494.8 かゆみをなくすための正しい知識　肌トラブルを解消する 順天堂かゆみ研究センター 著 毎日新聞出版

33 497.9 マスク老け撃退顔トレ　マスクしたまま30秒!! 石井 さとこ 著 集英社

34 498.6 新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田 晴恵 著 実業之日本社

35 537.9 みんなの遊べる軽トラ　軽トラを遊び倒すすべてを紹介！ 　 扶桑社

36 576.5 洗浄と殺菌のはなし 新名 史典 編著 同文館出版

37 590 シン・カジテク　新しい家事のテクニック 本田 麻湖 著 翔泳社

38 594.3 かぎ針で編むエコたわし＆クリーナー minao 著 日東書院本社

39 594.9 はじめてでも作れるおしゃれな手作りボタニカルキャンドル＆サシェ 平山 りえ 著 大泉書店

40 594.9 鉱物キャンドルのつくりかた　 福間 乃梨子 著 日東書院本社

41 596 楽してヘルシーコンビニかんたんごはん 村上 祥子 著 海竜社

42 597.5 集中できないのは、部屋のせい。 米田 まりな 著 PHP研究所

43 597.9 やることの「見える化」で掃除を劇的にラクにする方法 本橋 ひろえ 著 主婦の友社

44 614.3 希望の一滴　中村哲、アフガン最後の言葉 中村 哲 著 西日本新聞社

45 627 愛でる、食べる、楽しめる！「暮らしとからだに効く植物の名前」300がよくわかる図鑑 主婦と生活社

46 645.8 モルモット飼育バイブル　長く元気に暮らす５０のポイント 田向 健一 監修 メイツユニバーサルコンテンツ

47 673.8 最新コンビニ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 平木 恭一 著 秀和システム

48 725.5 イロドリアルの超リアルな色鉛筆画 イロドリアル 著 ソーテック社

49 726.5 イラスト映えBOOK　 田村 桂一 著　山口 真理子 著 翔泳社

50 743 まるごとわかる！撮り方ブック　iPhone＆スマホ編 山崎 理佳 著 日東書院本社
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51 750.2 民藝と手仕事　長く使いたい暮らしの道具と郷土玩具61. 暮らしの図鑑編集部 編 翔泳社

52 759.9 郷土玩具ざんまい 瀬川 信太郎 著 淡交社

53 763 楽器の歴史　カラー図解 佐伯 茂樹 著 河出書房新社

54 779.1 ゴミ人間　日本中から笑われた夢がある 西野 亮廣 著 KADOKAWA

55 789 親子で楽しむ柔術あそび 秋川 かずよ 著 日貿出版社

56 801.9 Let's Try　国際手話２ 『Let's Try 国際手話２』編集員会 編集 全日本ろうあ連盟

57 814 日本の美しい言葉辞典 梅内 美華子 監修 ナツメ社

58 874 １か月で復習するイタリア語 基本の５００単語 佐藤 徳和 著　北野 美絵子ジュリア 著 語研

59 911.4 シルバー川柳　いつでも夢を編　笑いあり、しみじみあり みやぎシルバーネット 編 河出書房新社

60 913.6 鬼平犯科帳　１３ 池波 正太郎 著 文藝春秋

61 913.6 鬼平犯科帳　１４ 池波 正太郎 著 文藝春秋

62 913.6 推し、燃ゆ 宇佐見 りん 著 河出書房新社

63 913.6 朝焼けにファンファーレ 織守 きょうや 著 新潮社

64 913.6 護られなかった者たちへ 中山 七里 著 ＮＨＫ出版

65 913.6 境界線 中山 七里 著 ＮＨＫ出版

66 913.6 野良犬の値段 百田 尚樹 著 幻冬舎

67 913.6 自転しながら公転する 山本 文緒 著 新潮社

68 914.6 生きるコツ 姜 尚中 著 毎日新聞出版

69 914.6 ふつうでない時をふつうに生きる 岸本 葉子 著 中央公論社

70 933.７ 迷路の外には何がある？『チーズはどこへ消えた？』その後の物語 スペンサー・ジョンソン 著 扶桑社

71 934.７ ラディカルな意志のスタイルズ　完全版 スーザン・ソンタグ 著 河出書房新社

72 936 ボブが遺してくれた最高のギフト ジェームズ・ボーエン 著 辰巳出版

72
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児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 314 こどものとうひょう　おとなのせんきょ かこ さとし 著 復刊ドットコム

2 366 こども手に職図鑑 子供の科学 編 誠文堂新光社

3 375 小学生のための楽しい勉強法　めちゃかわＭＡＸ！！ 石田　勝紀　監修 新星出版社

4 404 どっちが強い⁉Ⅹ１ダビンチ博士をすくえ！ エアーチーム まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ

5 404 どっちが強い⁉Ⅹ2謎の地底猿人を追え！ エアーチーム まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ

6 404 どっちが強い⁉Ⅹ3裏切り者はだれだ？ エアーチーム まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ

7 458 これだけは知っておきたい岩石・鉱物図鑑 デヴィン・デニー 著 パイインターナショナル

8 493 てあしくちびょうやようれんきんってどんなびょうき？ 清水尚樹 監修 金の星社

9 596 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング 寺西 理恵子 著 新日本出版社

10 913 王様ゲーム　起源８・１４ 金沢 伸明 著 双葉社

11 913 謎解きホームルーム　1話１０分 日本児童文芸家協会 編 新星出版社

12 933 イッカボッグ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社

13 E もじをよむのがにがてなんです 柳家 花緑 語り ほるぷ出版

14 E ウイルスにマケマ戦隊ゲンキーズ うえだ しげこ 作・絵 フレーベル館

15 E コッコさんのともだち 片山　健 さく・え 福音館書店

16 E こぶたほいくえん なかがわ りえこ ぶん　やまわき ゆりこ え 福音館書店

17 E きょう、おともだちができたの 得田 之久 作　種村 有希子 絵 童心社

18 E そらからきたこいし しおたに まみこ 作 偕成社

19 E くろいの 田中 清代 さく 偕成社

20 E の ｊｕｎａｉｄａ 著 福音館書店

21 E どろぼうねこのおやぶんさん 小松 申尚 ぶん　かのう かりん え 文芸社

22 E おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコールさく　 評論社

23 E フォックスさんのにわ ブライアン・リーズ さく　せな あいこ やく 評論社

24 E ペネロペようちえんへいく アン・グットマン ぶん　ゲオルグ・ハレンスレーベン え 岩崎書店

25 E アマビエさまの３つの願い 外山 雄大 著 燦燦舎

25
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ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y007.3 １３歳からの「ネットのルール」　 小木曽 健 監修 メイツユニバーサルコンテンツ

2 Y320.4 僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 遠藤 研一郎 著 大和書房

3 Y611.7 １３歳からの食と農 関根 佳恵 著 かもがわ出版

4 Y760.7 音楽で生きる方法 相澤 真一 著 青弓社

5 Y769.9 スカートははかなきゃダメですか？　ジャージで学校 名取 寛人 著 理論社

5

郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 ｋ386.8 エイサー物語　移動する人、伝播する芸能 塚田 健一 著 世界思想社

2 ｋ336.4 沖縄ビジネスパーソンのための悩み解決に役立つＰＲ的思考術 吉戸 三貴 著 ボーダーインク

2

合　　計 104冊


