
一般
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 002 教養の書 THE BOOK OF ENLIGHTMENT 戸田山 和久 著 筑摩書房

2 024 本を売る技術 矢部 潤子 著　杉江 由次 編 本の雑誌社

3 069.7 北大総合博物館のすごい標本 北海道大学総合博物館 編 北海道新聞社

4 159 東大メンタル 「ドラゴン桜」に学ぶやりたくないことでも結果を出す技術 西岡　壱誠 著　中山 芳一 著 日経BP

5 159.4 人を大切にし組織を伸ばす稲盛和夫の言葉 桑原 晃弥 著 リベラル社

6 159.4 営業の神さまが笑うとき 高橋 恵 著 秀和システム

7 175.1 靖国神社とは何だったのか 堀 雅昭 著 宗教問題

8 175.9 ほっとする神社とお寺図鑑 八木 透 監修 リベラル社 編集 リベラル社

9 210.4 大切り本能寺の変 三寺　絵梨子 著　池田 修平 著 パレード

10 210.7 戦争というもの 半藤 一利 著 PHP研究所

11 289.1 わたしは銭湯ペンキ絵師 田中 みずき 著 秀明大学出版会

12 291.3 東京タイムスリップ1984↔2021 善本 喜一郎 写真 河出書房新社

13 291.9 九州親子で行きたい！ファミリーキャンプ場完全ガイド ほり編集事務所 著 メイツユニバーサルコンテンツ

14 301 身銭を切れ 「リスクを生きる」人だけが知っている人生の本質 ナシーム・ニコラス・タレブ 著 ダイヤモンド社

15 330 誰も教えてくれないお金と経済のしくみ 森永 康平 著 あさ出版

16 338 銀行のしくみ イラスト図解 戸谷 桂子 著 日本実業出版社

17 361.4 影響力の武器　なぜ、人は動かされるのか ロバート・B.チャルディーニ 著 誠信書房

18 372.1 日本のオンライン教育最前線 アフターコロナの学びを考える 石戸 奈々子 編著 明石書店

19 383.8 日本のお弁当文化 知恵と美意識の小宇宙 権代 美恵子 著 法政大学出版局

20 417 絵と図でわかるデータサイエンス 上藤 一郎 著 技術評論社

21 448.9 方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉 サキ 著 交通新聞社

22 471.1 子どもと一緒に覚えたい木の実の名前 小南 陽亮 監修　加古川 利彦 絵 マイルスタッフ　インプレス

24 495.1 生理で知っておくべきこと 細川 モモ 著 日経BP

25 496.6 APD＜聴覚情報処障害＞がわかる本 小渕　千絵 監修 講談社

26 498.3 疲れないカラダ大図鑑 夏嶋 隆 著 アスコム

27 512 よくわかる測量　マンガと図解で身につく 梅津 優 著 ユーキャン学び出版

28 527 緑と暮らす。自然を感じる、心地のいい庭のつくり方 　 エクスナレッジ

29 595.5 眉の本 レイナ 著 光文社

30 596.2 タコス　日本発、メキシカンタコスの新しい風 柴田書店 編 柴田書店

31 596.9 機嫌よくいられる台所　家事をラクにするためのマイルール 高橋 みどり ほか著 家の光協会

32 599 あそびアイデアBOOK　赤ちゃんと一緒に楽しむ 開 一夫 監修　倉田 けい 絵 朝日新聞出版

33 615.6 マンガでわかる楽しい草取り 西尾 剛 著　坂木 浩子 イラスト 誠文堂新光社

34 626.9 おうちでとれたて！ハーブと野菜　１鉢でも手軽に育てられる 田代 耕太郎 著 主婦の友社

35 626.9 これならできる！自然菜園 耕さず草を生やして共育ち 竹内 孝功 著 農山漁村文化協会

36 645.7 ボス猫 岩合 光昭 著 ジーウォーク

37 751.8 庭づくりを楽しみつくすガーデンクラフトLesson 原嶋 早苗 著 成美堂出版

38 756.8 知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 岩崎 紘昌 著 幻冬舎

39 779.1 落語キャラクター絵図　厳選４０席の楽しみ方 美濃部 由紀子 著 メイツユニバーサルコンテンツ

40 783.1 必勝不敗　能代工バスケットボール部の奇跡1960-2021 松原 貴実 著　清水 広美 ほか著 ベースボールマガジン社
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41 783.1 I'LL　SHOW　YOU　デリック・ローズ自伝 デリック・ローズ 著 ダブドリ

42 789.2 自宅でマスターはじめての太極拳 鵜沼 宏樹 監修 メイツユニバーサルコンテンツ

43 809.4 即興スピーチ術　ここで一言お願いします！ 大嶋 友秀 著 芸術新聞社

44 908 ひきこもり図書館 頭木 弘樹 編 毎日新聞出版

45 911.1 シンジケート SYNDICATE 穂村 弘 著 講談社

46 913.6 ひと 小野寺 史宜 著 祥伝社

47 913.6 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ 著 小学館

48 913.6 コロナと潜水服 奥田 英朗 著 光文社

49 913.6 母影　 尾崎 世界観 著 新潮社

50 913.6 コンジュジ 木崎 みつ子　著 集英社

51 913.6 つまらない住宅地のすべての家 津村 記久子 著 双葉社

52 913.6 悪の芽 貫井 徳郎 著 KADOKAWA

53 913.6 蝶の眠る場所 水野 梓 著 ポプラ社

54 913.6 小説8050 林 真理子 著 新潮社

55 913.6 梟のシエスタ 伊予原 新 著 光文社

56 914.6 南相馬メドレー 柳 美里 著 第三文明社

57 916 僕のコーチはがんの妻 藤井 満 著　藤井 玲子 絵 KADOKAWA

58 923.7 三体 ３ 上　死神永生 劉 慈欣 著 早川書房

59 923.7 三体 ３ 下　死神永生 劉 慈欣 著 早川書房

60 933.7 父を撃った１２の銃弾 ハンナ・ティンティ 著　松本 剛史訳 文藝春秋

59

児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 913 そのときがくるくる すず きみえ 作　くすはら 順子 絵 文研出版

2 E みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ 文　ピーター・H.レイノルズ 絵 さ・え・ら書房

3 E どこからきたの？おべんとう 鈴木 まもる 作・絵 金の星社

4 913 ゆりの木荘の子どもたち 富安 陽子 作　佐竹 美保 絵 講談社

5 943 ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー作 杉原 知子 絵 徳間書店

6 913 エカシの森と子馬のポンコ 加藤 多一 作　大野 八生 絵 ポプラ社

7 913 サンドイッチクラブ 長江 優子 作 岩波書店

8 949 おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ 作　野坂 悦子 訳 フルーベル館

9 489 オランウータンに会いたい 久世 濃子 著 あかね書房

10 913 ウィズ・ユー　with　you 濱野 京子 作 くもん出版

11 933 アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ 作　佐藤 見果夢 訳 評論社

12 289 牧野富太郎　日本植物学の父 清水　洋美 文　里見 和彦 絵 汐文社

13 913.6 水を縫う 寺地 はるな 著 集英社

14 933 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン 著　原田 勝 訳 あすなろ書房

15 E 科学者になりたい君へ 佐藤 勝彦 著 河出書房新社

16 E もりの１００かいだてのいえ いわい としお 作 偕成社

17 E はじめまして How Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｄｏ　？ 新沢 としひこ 作　大和田 美鈴絵 著 鈴木出版
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ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y368.6 中高生からの防犯　活かそうコミュ力！ 武田 信彦 著 ぺりかん社

1

郷土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 K210.2 奇跡の島々の先史学　 高宮広土 ボーダーインク

2 K318.2 那覇100年の物語 那覇市市制100周年記念誌 那覇市

3 K384.3 海に生きる 島に祈る‐沖縄の祭祀・移民・戦争をたどる‐ 加藤 久子 ボーダーインク

4 K395.3 交差する辺野古 熊本 博之 著 勁草書房

5 K913.6 島惑ひ　琉球沖縄のこと 伊波 敏男 著 人文書館

5

合    計 ８２　冊
※品切れ絶版等で受入できない場合はご了承ください


