
一般

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 019.9 月に３冊、読んでみる？ 坂井 順子 著 東京新聞

2 049 その話、諸説あります。 ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ編 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社

3 143.6 イラストですぐわかる！息子のトリセツ 黒川 伊保子 著 扶桑社

4 145.2 夢を見るとき脳は 睡眠と夢の謎に迫る科学 アントニオ・ザドラ 著 紀伊国屋書店

5 147 稲川怪談 昭和・平成傑作選 稲川 淳二 著 講談社

6 151.5 「利他」とは何か 伊藤 亜沙 編 集英社

7 159 「ねばならない」を捨てて生きる 矢作 直樹 著 幻冬舎

8 209 漫画サピエンス全史 人類の誕生編 ユヴァル・ノア・ハラリ 原案・脚本 河出書房新社

9 210 入門埋蔵文化財と考古学 水之江 和同 著 同成社

10 242 古代エジプト解剖図鑑 神秘と謎に満ちた古代文明のすべて 近藤 二郎 著 エクスナレッジ

11 289.1 「知の巨人」立花隆のすべて 文藝春秋

12 289.3 世界でいちばん幸せな男 101歳、アウシュビッツ生存者が語る美しい人生の見つけ方 エディ・ジェイク 著 河出書房新社

13 291 るるぶ国立公園へ行こう JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

14 336 どうして僕たちは、あんな働き方をしていたんだろう？ 河野 英太郎 著 ダイヤモンド社

15 338.8 こんなときどうする？どうなる？Q＆A３つのNISA徹底活用術 竹川 美奈子 著
日経BP日本
経済新聞出版本部

16 361.8 差別はたいてい悪意のない人がする 見えない排除に気づくための１０章 キム・ジヘ 著 大月書店

17 367.1 まんが子どものいない私たちの生き方 おひとりさまでも、結婚してても。 森下 えみこ まんが 小学館

18 369.2 介護施設での感染対策レク＆ケア 介護現場の職員全員で読みたい！ 世界文化ライフケア

19 373.1 アフター・コロナの学校の条件 中村 文夫 著 岩波書店

20 375.2 校則を考える 歴史・現状・国際比較 大津 尚志 著 晃洋書房

21 383.8 世界のグルメ図鑑 地球の歩き方編集室 編集 地球の歩き方 学研プラス

22 480.4 じつは食べられるいきもの辞典 おかわり！ 松原 始 著 宝島社

23 491.1 マンガでわかる解剖生理学 坂井 建雄 監修 池田書店

24 493.7 敏感すぎるあなたへ  緊張、不安、パニックは自分で断ち切れる クラウス・ベルンハルト 著 ＣＣＣメディアハウス

25 496.4 子どもの目が危ない「超近視時代」に視力をどう守るか 大石 寛人 著 NHK出版

26 498.3 一生推したい！私たち、ゆる健康はじめてみた 劇団雌猫 著 主婦の友社

27 498.3 老けない人は何が違うのか 今日から始める！元気に長生きするための生活習慣 山岸 昌一 合同フォレスト

28 518.8 こんなまちに住みたいナ 絵本が育む暮らし・まちづくりの発想 延藤 安弘 著 晶文社

29 590.4 玲子さんののんびり老い支度 一日一日心を込めて 西村 玲子 著 主婦の友社

30 595 美人に見える「空気」のつくり方 セルフケアで女を磨く７９のテクニック 松本 千登世 著 三笠書房

31 596.2 まだ知らない台湾ローカル旅とレシピ 口尾 麻美 著 グラフィック社

32 596.3 魚屋だから考えた。クリトモのかんたん魚レシピ 栗原 友 著 文藝春秋

33 597 家事でモメない部屋づくり 三木 智有 著
ディスカヴァー
・トゥエンティワン

34 599.8 だいじょうぶ、絵本があります 子育ての「困った」を解決する300冊 安藤 宣子 著 海鳥社

35 601.1 南小国町の奇跡 稼げる町になるために大切なこと 柳原 秀哉 著 ＣＣＣメディアハウス
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36 611.7 小さくて強い農業をつくる  就職しないで生きるには２１ 久松 達央 著 晶文社

37 627.5 四季の宿根草図鑑 決定版 萩原 範雄 著 講談社

38 707 学校では教えてくれないアーティストのなり方 いたみ ありさ 著 サンクチュアリ出版

39 767.8 レ・ロマネスクTOBIのひどい目。 TOBI 著 青幻舎

40 778 ネットフリックスVS.ディズニー ストリーミングで変わるメディア勢力図 大原 通郎 著
日経BP日本
経済新聞出版本部

41 778.8 きのう何食べた？ ～シロさんの簡単レシピ～  公式ガイド＆レシピ 講談社 編 講談社

42 779.1 越境芸人 マキタスポーツ 著 東京ニュース通信社

43 786.1 北岳山小屋物語 樋口 明雄 著 山と渓谷社

44 809.2 相手に「伝わる声」の出し方 田中 直人 著 あさ出版

45 816.5 文章が苦手でも「受かる小論文」の書き方を教えてください。 今道 琢也 著 朝日新聞出版

46 913.6 陽炎の男   剣客商売 3 池波 正太郎 著 新潮社

47 913.6 天魔   剣客商売 ４ 池波 正太郎 著 新潮社

48 913.6 白い鬼  剣客商売 5 池波 正太郎 著 新潮社

49 913.6 新妻  剣客商売 6 池波 正太郎 著 新潮社

50 913.6 南紀殺人事件 内田 康夫 著 光文社

51 913.6 コロナ狂騒録 COVID-19 CRAZINESS 海堂 尊 著 宝島社

52 913.6 暮鐘 今野 敏 著 角川春樹事務所

53 913.6 機龍警察白骨街道 月村 了衛 著 早川書房

54 913.6 教場✕ 長岡 弘樹 著 小学館

55 913.6 孤狼の血 柚月 裕子 著 KADOKAWA

55

児童書
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 304 知って話そうニュースの言葉 ５分でわかる重要ワード キッズトリビア倶楽部 編 えほんの杜

2 388 世界のことわざ ものの見方が変わる！ 時田 昌瑞 監修 ナツメ社

3 481 もしも動物と話せたら？ ジェイソン・ビッテル 文 化学同人

4 507 トミカのひみつ１００ トミカはかせになっちゃおう！  ポプラ社

5 632 富岡製糸場 生糸がつくった近代の日本 田村 仁 写真・文 福音館書店

6 654 クマが出た！助けてベアドッグ クマ対策犬のすごい能力 太田 京子 著 岩崎書店

7 657 きのこのこのこふしぎのこ ひさかたチャイルド

8 913 妖怪一家の時間旅行 富安 陽子 作 理論社

9 923 オレのジタバタ記 常 新港 作 樹立社

10 E たなからぼたもち くすのき しげのり 作 廣済堂あかつき

11 E ゆかいなえいごとかずのだいずかん さがして！かぞえて！123 アラン・サンダース 作 偕成社

12 E おじさんのぼうしはどこいった？ ジョアン・Ｌ.ノドセット ぶん 出版ワークス

13 E てがでかこちゃん 白石 一文 作 谷川千佳 絵 岩崎書店

14 E みつ timatima さく・え 金の星社
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15 E じょうずな歯みがき 楠 晶子文 ながおか えつこ 絵 くもん出版

16 E つよい歯をつくろう 北川 チハル 文 ながおか えつこ 絵 くもん出版

17 E ぼくはケンちゃん はしもと えつよ 作 偕成社

18 E ピーターとオオカミ セルゲイ・プロコフィエフ 作 偕成社

19 E マラソンじいさん 西本 鶏介 作  福田 岩緒 絵 鈴木出版

20 E ムーミン谷のなかまたち 真冬のご先祖さま トーベ・ヤンソン原案 徳間書店

21 E きんたろうようちえん やぎ たみこ 作 あかね書房

22 E としょかんはどこへ？ ジョシュ・ファンクぶん スティーヴィ・ルイスえ イマジネイション・プラス

23 E ぼく、ママとけっこんする！ ママがおばけになっちゃった！ のぶみ さく 講談社

23

ヤング
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y369.1 社会福祉士・精神保健福祉士になるには なるにはBOOＫＳ 61 田中 英樹 編著 菱沼 幹男 編著 ぺりかん社

2 Y374.3 小学校教諭になるには なるにはBOOＫＳ 29 森川 輝紀 編著 山田 恵吾 編著 ぺりかん社

2

郷土
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 K207 死闘伊江島戦 不沈空母にされたシマ  前編 しんざと けんしん 作 琉球新報社

2 K207 死闘伊江島戦 激闘下の女性たち  後編 しんざと けんしん 作 琉球新報社

3 K383 沖縄フール曼荼羅  いにしえの<豚便所>トイレ文化誌 平川 宗隆 著 ボーダーインク

4 K388 沖縄怪異譚大全 いにしえからの都市伝説 小原 猛 著 ボーダーインク

5 K748
響きあう島々
世界遺産 奄美大島 徳之島 沖縄島北部及び西表島 写真集

沖縄タイムス社 ほか 編 沖縄タイムス社

6 K780.6 東京オリンピック2020 特別報道写真集 沖縄特別版 琉球新報社 琉球新報社

7 K789.2 沖縄の空手 その基本形の時代 津波 高志 著 七月社

8 K911.4 沖縄サラリーマン川柳日記‐傑作の想い出 十四篇精選集 村田 芳博 著 丸善プラネット

8

合計 88冊


