
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修者名 出版社

1 002.7 才能をひらく編集工学 安藤 昭子 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ

2 146.8 あきらめる勇気 古宮　昇 フォレスト出版

3 159 漫画 バビロン大富豪の教え
ｼﾞｮｰｼﾞ･ S･クレイソン
坂野 旭　　・　　大橋 弘裕

文響社

4 159.7 若者よ、猛省しなさい 下重　暁子 集英社

5 172 日本の神様解剖図鑑 平藤　喜久子 エクスナッジ

6 230.5 一四一七年、その一冊がすべてを変えた
ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｯﾄ
河野 純治

柏書房

7 289.3 ホセ・ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領 ｱﾝﾄﾞﾚｽ･ ﾀﾞﾝｻ ほか ＫＡＤＯＫＡＷＡ

8 293.5 料理大好き小学生がフランスの台所で教わったこと ケイタ 自然食通信社

9 312.1 私は真実が知りたい 赤木 雅子・ 相澤冬樹 文藝春秋

10 332.1 フェルドマン教授の未来型日本経済最新講義 ロバート フェルドマン 文藝春秋

11 368.3 苦しい時は電話して 坂口　恭平 講談社

12 368.7 女子少年院の少女たち 中村すえこ さくら舎

13 369.3 はじめての福島学 開沼　博 イースト・プレス

14 459.0 石の辞典 矢先 ちはる・内田 有美 雷鳥社

15 493.3 肺炎 誤嚥  新型コロナ ＣＯＰＤ 文嚮社 肺炎

16 495.5 帝王切開で出産したママに贈る30のエール 細田　恭子・竹内 正人・横手 直美 中央法規出版

17 590.4 こんな今だから、シンプルに軸をもって生きたい。 主婦の友社 主婦の友社

18 591
「このままじゃ老後の資金が足りない!!」と不安に
なったら読む「お金」徹底見直し術

井戸　美枝 PHP研究所

19 594.9 フェルトで作るかわいいマスコット ブティック社

20 627.7 はじめてで美しく仕上がる庭木 花木の剪定 川原田 邦彦・磯村 仁穂 西東社

21 728 書のひみつ 古賀 弘幸・佐々木 一澄 朝日出版社

22 728.4 漢字のくずし方ハンドブック 浅倉　龍雲 日貿出版社

23 757.3 配色デザインインスピレーションブック Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｓｉｇｎ Ｉｎｃ． ソシム

24 787.1 色と形で見わけ海・川・湖沼で楽しむ釣魚図鑑 豊田　直之 ナツメ社

25 793 フラワーアレンジメントの基本メソッド 蛭田 謙一郎 誠文堂新光社
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26 810.4 大人の語彙力見るだけノート 吉田　裕子 宝島社

27 913.6 鬼哭の銃弾 深町　秋生 双葉社

28 913.6 書医あづさの手控（クロニクル） 白戸 満喜子・芳井 アキ 文学通信

29 913.6 刑事の枷 堂場 瞬一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

30 913.6 心淋し川 西條 奈加 集英社

31 913.6 連鎖感染 北里 紗月 講談社

32 929.1 死にたいけどトッポッキは食べたい　2 ペク セヒ・山口 ミル 光文社

32
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児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 289 渋沢栄一伝 小前　亮 小峰書店

2 383 昔のくらし昔の道具これなあに？ 春風亭 昇太・小林 克 幻冬舎

3 410 算数 数学で何ができるの？ ＤＫ社・松野陽一郎･上原昌子 東京書籍

4 498 子ども衛生学 宮崎 美砂子 新星出版社

5 517 防災にも役立つ!川のしくみ 川上 真哉・日置 光久 誠文堂新光社

6 686 鉄道ものしり大百科 「旅と鉄道」編集部 天夢人

7 E たんけん!ウニすいぞくかん ともなが たろ ほか アリス館

8 E あらいくん 中川 ひろたか 世界文化社

9 E モンキーモンキーどこにいる？ なかやま えみこ ポトス出版

10 E マスクをとったら いりやま さとし 講談社

11 E ぼく、うしになる 中川 ひろたか・サトウ マサノリ フレーベル館

12 E おっこちてきた サイモン プトック 光村教育図書

12
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ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y913.6 心霊探偵八雲 12 神永 学 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2 Y933 Ｈｏｌｅ Ｌｏｕｉｓ Ｓａｃｈａｒ Yearling

2

郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 K304 せやろがい!ではおさまらない せやろがいおじさん ワ二ブックス

2 K527 沖縄の家 51+ COOL&COMFOTABLE 週刊ｶﾌｳ 沖縄の家51編集委員会 正広コーポレーション

3 K913.6 女綾織唄 喜舎場 直子 沖縄タイムス社

3

合　　計 49冊


