
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修画者名等 出版社

1 049 超リテラシー大全 サンクチュアリ出版 サンクチュアリ出版

2 049 3・4・5歳のこどもの「なんで？」早引き事典Ｌｉｇｈｔ 主婦の友社 主婦の友社

3 130.2 哲学と人類 岡本　裕一 文藝春秋

4 141.5
なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に
伝わらないのか？

西　剛志 アスコム

5 162 よくわかる一神教 佐藤　賢一 集英社

6 289.3 13歳からのレイチェル・カーソン
上遠 恵子
レイチェル カーソン日本協会

かもがわ出版

7 290 世界なんでもランキング 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

8 304 今を生き抜くための池上式ファクト46 池上彰 文藝春秋

9 316.1 学問の自由が危ない
佐藤学・上野千鶴子
内田樹・長谷部恭男ほか

晶文社

10 318.4 はじめてでも乗り切れる!公務員の議会答弁ガイド 吉川 貴代 学陽書房

11 318.5 公務員の伝わる文章教室 工藤　勝巳 学陽書房

12 345 図解わかる税金 2021-2022年版 芥川 靖彦・篠崎 雄二 新星出版社

13 364.6 図解 わかる年金 2021-2022年版 中尾 幸村・中尾　孝子 新星出版社

14 365.3 すみません、２ＤＫってなんですか？ 日下部 理絵・小林 義崇 サンマーク出版

15 366.3 ハラスメント大全 それ、やってはいけない！ 野原　蓉子 青春出版社

16 367.6
親の手で病気にされる子どもたち
医療乱用虐待と代理ﾐｭﾝﾋﾊｳｾﾞﾝ症候群

南部 さおり 学芸みらい社

17 367.7 老いの福袋  あっぱれころばぬ先の知恵88 樋口 恵子 中央公論新社

18 367.7
子どもに迷惑をかけない・かけられない!
60代からの介護・お金・暮らし

太田　差恵子 翔泳社

19 369.2 マンガで解決親の介護とお金が不安です 上大岡 トメ・黒田 尚子 主婦の友社

20 378.8 マンガでわかる境界知能とグレーゾーンの子どもたち 宮口 幸治　ほか 扶桑社

21 475 コケ見っけ！日本全国もふもふコケめぐり 藤井　久子 家の光協会

22 486.6 たくましくて美しい糞虫図鑑 中村　圭一 創元社

23 491.3 循環器のしくみ 阿古　潤哉 マイナビ出版

24 494.8 白髪は防げる！ 辻　敦哉・ｺｯﾂﾌｫｰﾄﾞ良枝 かんき出版

25 498.5 オートミール米化ダイエットレシピ これぞう・石原新菜 学研プラス

26 498.5 腸活オートミールレシピ 工藤　あき・　おなつ 池田書店

27 537.9 軽＆コンパクトキャンピングカー 2021夏 マガジン大地

28 596 栄養素も鮮度も100％キープ! おいしい冷凍保存術 島本 美由紀 宝島社

29 596 白崎茶会の発酵定食 白崎 裕子 マガジンハウス

30 596.6 魔法のアイスレシピ シズリーナ荒井 KADOKAWA

31 596.6 はじめまして韓国カフェスイーツ 福本 美樹 家の光協会

32 611.7 食と農のプチ起業 小野　淳 イカロス出版

33 626.9 1㎡からはじめる自然菜園 竹内　孝功 ワン・パプリッシング

34 689.4 まちの魅力を引き出す編集力 桜井　篤 同友館

35 724 筆ペンだからすぐ描けるほっこり絵てがみ 岩井　正人 絵手紙‐技法

36 725.5 色えんぴつ画上達のポイント61 平尾　倫子 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ

37 760.8 古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上　春樹 文藝春秋

38 779.3 必ず成功する激ウマ!マジック Billy　・　BAZZI ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ

39 783.7 少年野球「審判」マニュアル正しい理解＆判断がよくわかる Umpire Development Corporation ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ

40 795 ここで差がつく！アマのための囲碁上達法 平田　智也 マイナビ出版
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41 801.7 絵本翻訳教室へようこそ 灰島　かり 研究社

42 807 デジタルで変わる子どもたち バトラー後藤裕子 筑摩書房

43 820 三国志で楽しく学ぶ中国語　初級編 渡邊　義浩・仙石 知子・横山 光輝 潮出版社

44 913.6 出絞と花かんざし 佐伯　奏英 光文社

45 913.6 葦の浮船 松本　清張 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

46 913.6 仮面 伊岡　瞬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

47 913.6 琥珀の夏 辻村　深月 文藝春秋

48 913.6 遅番にやらせとけ キタハラ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

49 913.6 いのちの停車場 南　杏子 幻冬舎

50 913.6 麦本三歩の好きなもの　第2集 住野　よる 幻冬舎

51 914.6 作家と犬 平凡社編集部 平凡社

51

児童書

請求記号 書名 編著監修者等 出版社

1 361 みんなに好かれなくていい 和田　秀樹 小学館

2 361 フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 森　達也 ミツイパブリッシング

3 367
どうしたらいいかわからない君のための人生の
歩きかた図鑑

石井　光太 日本実業出版社

4 517
水とトイレがなかったら？おはなしSDGs安全な
水とトイレを世界中に

石崎 洋司・下平けーすけ 講談社

5 558 深海大探検！ ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ・海洋研究開発機構協力 PHP研究所

6 783 ボールブタってなんですか？ ＹＵ・柴田健 日本文化出版

7 783 サッカーがもっとうまくなる!マンガ自分の武器の見つけ方 岡部 将和 ＣＣＣﾒﾃﾞｨｱﾊｳｽ

8 814 楽しくおぼえちゃおう!ことわざモンスター図鑑 ＷＩＬＬこども知育研究所・村田桃香 金の星社

9 911 サキサキ　オノマトペの短歌 穂村 弘・高畠 那生 岩崎書店

10 913 盆まねき 富安　陽子・高橋　和枝 偕成社

11 933 イギリスとアイルランドの昔話 石井　桃子・Ｊ．Ｄ．バトン 福音館書店

12 933 チャーメインと魔法の家 ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ　市田 泉 徳間書店

13 Ｅ おおきくなったの すとう　あさえ ほるぷ出版

14 Ｅ 歯いしゃさんはこわくない 楠　章子・ながおか えつこ くもん出版

15 Ｅ こんなにすごいよ歯のやくわり 北川　チハル・ながおか えつこ くもん出版

16 Ｅ いそげ!きゅうきゅうしゃ 竹下　文子・鈴木　まもる 偕成社

17 Ｅ 魔法のヤカン 安冨 歩・木村　恵 愛育出版

18 Ｅ カレー地獄旅行 ひげラク商店 パイインターナショナル

19 Ｅ サイモンは、ねこである ガリア・バーンスタイン・なかがわ ちひろ あすなろ書房

20 Ｅ すずめのうんどうぼうしつくります 西本 鶏介・黒井　健 金の星社

21 Ｃ ばけこちゃんのおつきみ 苅田　澄子・中谷 康彦 童心社

21

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Ｙ726.1 はたらく細胞06 清水　茜 講談社

2 Ｙ013.1 司書のお仕事　１ 大橋　崇行・小曽川　真貴 勉誠出版

3 Ｙ013.1 司書のお仕事　2 大橋　崇行・小曽川　真貴 勉誠出版

3

郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Ｋ148.5 シウマさんの琉球風水開運術！ シウマ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2 Ｋ219.9 沖縄戦の戦争遺品 豊里　友行 新日本出版社

3 Ｋ219.9 さきがけ歴男塾③ 賀数　仁然 沖縄タイムス社

4 Ｋ913.6 ブルー・ノート・スケッチ BLUE NOTE SKETCH 湧上　アシャ ﾎﾞｰﾀﾞｰｲﾝｸ

5 Ｋ913.6 宗棍 今野 敏 集英社
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6 K916. さらばダバオよ 當眞 洋一 琉球新報社

7 E かめーかめーのカメーおばあ しろま　せいゆう 沖縄タイムス社

8 E あっぷっぷのぷ～ あいはら　ひろゆき・すずき まみえ サニーサイド

8

合　　計 83 冊

※品切れ・絶版等で入荷できない場合があります。


