
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修画者名等 出版社

1 007.1 レンブラントの身震い ﾏｰｶｽ･ ﾃﾞｭ･ｿｰﾄｲ　冨永 星 新潮社

2 007.1
ゼロからわかる人工知能　仕事編 新しい働き方を
むかえた人間がＡＩとつくる社会とは？

ニュートンプレス

3 019.0 戦地の図書館
モリー・グプティル・マニング
松尾 恭子

東京創元社

4 019.2 わたしは読書ボランティア 柴田 幸子 忘羊社

5 022.5 装丁物語 和田　誠 中央公論新社

6 185.9 お寺のどうぶつ図鑑 今井　淨圓 二見書房

7 213.6 江戸移住のすすめ 冨岡　一成 旬報社

8 290.8 世界の路地　Alleｙ way ＰＩＥ ＢＯＯＫＳ パイインターナショナル

9 293.4 加藤周一、米原万里と行くチェコの旅 小森 陽一・金平 茂紀・辛 淑玉 かもがわ出版

10 304 災間の唄 小田嶋 隆・武田 砂鉄 サイゾー

11 318.8 ケアするまちのデザイン 山崎　亮 医学書院

12 335.8 寄付金・クラウドファンディングの集め方 佐藤　しもん ぱる出版

13 361.4 いい空気を一瞬でつくる 秀島 史香 朝日新聞出版

14 367.3 ステップファミリー 子どもから見た離婚･再婚 野沢 慎司・菊池 真理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

15 368.2 コロナ禍の東京を駆ける 稲葉 剛・小林 美穂子・和田 靜香 岩波書店

16 370.4 22世紀を見る君たちへ 平田 オリザ 講談社

17 376.2 小中一貫・学校統廃合を止める 山本 由美 新日本出版社

18 379.9 子どもにおこづかいをあげよう！ 藍　ひろ子・西村 隆男･ 春原弥生 主婦の友社

19 451 激甚気象はなぜ起きる 坪木 和久 新潮社

20 491 スマホ脳 アンデシュ ハンセン・久山 葉子 新潮社

21 493 糖尿病の人のための免疫力を高める方法 工藤 孝文 日東書院本社

22 493.4 いちばんわかりやすい過敏性腸症候群 伊藤 克人 河出書房新社

23 493.8 今だから知りたいワクチンの科学 中西　貴之・宮坂 昌之 技術評論社

24 494.9 「このままだと人工透析です」と言われたら読む腎臓病の本 中元  秀友 朝日新聞出版

25 496 眼圧リセット 清水ろっかん 飛鳥新社

26 498.3 新しい「足」のトリセツ 下北沢病院医師団 日経BP

27 498.3 一流が実践する人生を変える呼吸法 宮崎　祐樹 日本文芸社

28 588.6 ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り 真藤 舞衣子 立東舎

29 591 本当の自由を手に入れるお金の大学 両＠リベ大学長 朝日新聞出版

30 591 貯金0円からのゆきこの貯まる生活 ゆきこ エクスナレッジ

31 596 体がよろこぶ感動の缶詰レシピ 小川浩子・曽根小有里・小田原雅人 宝島社

32 596 休日が楽しみになる昼ごはん 小田 眞規子・谷　綾子 文響社

33 596.6 レシピブログ大人気のホットケーキミックスレシピBEST100 宝島社

34 597.5 水谷妙子の片づく家 余計なことは何ひとつしていません。 水谷 妙子 主婦と生活社

35 627 身近な四季の花がよくわかる便利帳 山田　幸子 主婦の友社

36 645.6 まめしばコ！の、いっしょう　2　ありがとう篇 一本木　蛮 早川書房

37 743 こういう写真てどう撮るの？ 森下えみこ･上田晃司・コムロ ミホ インプレス

38 748 アニメのワンシーンのように。 Akine Coco 著 芸術新聞社

39 754.9 エコクラフトで作る和風のかごバッグと小物入れ ブティック社

40 837.8 SNOOPYの英会話 リベラル舎
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41 911.4 シルバー川柳 明日があるさ編
みやぎシルバーネット
河出書房新社編集部

河出書房新社

42 913.6 彼らは世界にはなればなれに立っている 太田　愛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

43 913.6 命の砦 五十嵐　貴久 祥伝社

44 913.6 新謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉 小学館

45 913.6 鬼平犯科帳　17 池波 正太郎 文藝春秋

46 913.6 鬼平犯科帳　18 池波 正太郎 文藝春秋

47 933.7 クララとお日さま ｶｽﾞｵ ｲｼｸﾞﾛ・土屋正雄 早川書房

48 933.7 アウトサイダー 上 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ｷﾝｸﾞ・白石 朗 文藝春秋

49 933.8 アウトサイダー 下 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ｷﾝｸﾞ・白石 朗 文藝春秋

49冊

児童書

請求記号 書名 編著監修者等 出版社

1 147 ハッピーになれる!おまじない マーク・矢崎治信 あかね出版

2 333 マークで学ぶＳＤＧｓ 家でみつかるマーク 蟹江　憲史 ほるぷ出版

3 480 動物の仕事をするには？ 金の星社

4 493 細菌ラボ　感染症とたたかう研究所 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ ﾌﾟﾗｯﾄ 小学館

5 626 やさいとくだもの 石賀　安枝 ｽﾀｼﾞｵﾀｯｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

6 E ぼくのなかにはおこりんぼうがいます ほるぷ出版

7 E うどんできた！ 加藤　休ミ 福音館書店

8 E おかしのずかん 大森 裕子・福田 淳子 白泉社

9 E ももんちゃんどこへいくのかな？ とよた かずひこ 童心社

10 E やねうらべやのおばけ しおたに まみこ 偕成社

11 E どすこいすしずもう くるまえびぞうのひみつ アン マサコ 講談社

12 E うさぎのパンやさんのいちにち かこ　さとし 復刊ドットコム

13 E かえるのごほうび 木島 始　・梶山 俊夫 福音館書店

14 E めがねがね tupera tupera ひさかたチャイルド

15 E はしごしゃののびるくん 正高 もとこ・鎌田　歩 岩波書店

16 E きゅうきゅうしゃのぴーとくん 正高 もとこ・鎌田　歩 岩波書店

17 E ありえない！ ｴﾘｯｸ ｶｰﾙ・ｱｰｻｰ ﾋﾞﾅｰﾄ 偕成社

18 E おかねをかせぐ!　生きるのにかかせないお金のはなし ｼﾝﾀﾞｰｽﾞ･ﾏｸﾚｵﾄﾞ 田中靖浩・大加瀬裕美 岩波書店

18冊

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y913.6 13歳からの英語が簡単に話せるようになる本 小野田 博一 PHPｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

2 Y913.6 部長会議はじまります 吉野 万里子 朝日学生新聞社

2冊

郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 K024.1 離島の本屋 朴 順梨 ころから
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2 K440.4 星の旅人 宮地　竹史 沖縄タイムス

3 K486.8 オオゴマダラ 安田 淳夫 沖縄教販

4 K720 琉球王朝から続く沖縄のツバキ文化 沖縄有用植物研究会 新星出版

5 K787 沖縄さかな図鑑 下瀬　環 沖縄タイムス社

6 K788 闘牛女子。3 久高　幸枝 ボーダーインク

7 KE みーぐるぐる ゆいレール 中村　航大 ボーダーインク

7冊

合　　計 76冊


