
一般

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 007.3 最新コンテンツ業界の動向とカラクリがよくわかる本 中野 明 著 秀和システム

2 007.3 正しく怖がるフィッシング詐欺 大角 祐介 著 オーム社

3 015.2 100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 福井県立図書館 編著 講談社

4 141.5 観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか 佐渡島 庸平 著 SBクリエイティブ

5 146.8 自分を思いやるレッスン  マインドフル・セルフ・コンパッション入門 岸本 早苗 著 大和書房

6 168 自分に集中する技術  モンク思考 ジェイ・シェティ 著 東洋経済新報社

7 210.4 鎌倉殿と執権北条氏 坂井 孝一 著 NHK出版

8 234.8 図説チェコとスロヴァキアの歴史 薩摩 秀登 著
河出書房新社

（ふくろうの本）

9 289.3 アンゲラ・メルケル 東ドイツの物理学者がヨーロッパの母になるまで マリオン・ヴァン・ランテルゲム 著 東京書籍

10 302.2 君とまた、あの場所へ  シリア難民の明日 安田 菜津紀 著 新潮社

11 304 何とかならない時代の幸福論
ブレイディ みかこ 著

鴻上 尚史 著
朝日新聞出版

12 312.1 時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか？国会議員に聞いてみた。 和田 靜香 著 左右社

13 324.6 夫婦をやめたい 離婚する妻、離婚はしない妻 南 和行 著 集英社

14 331.1 なぜ、脱成長なのか 分断・格差・気候変動を乗り越える ヨルゴス・カリス 著 NHK出版

15 366.1 会社に人生を振り回されない武器としての労働法 佐々木 亮 著 KADOKAWA

16 369.2 LLブックを届ける やさしく読める本を知的障害・自閉症のある読者へ
藤澤 和子 編著

服部 敦司 編著
読書工房

17 379.9 今日からしつけをやめてみた マンガでわかる 柴田 愛子 監修 主婦の友社

18 491.3 『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業
アンデシュ・ハンセン著

久山 葉子訳
新潮社

19 493.7 どうかご自愛ください　精神科医が教える「自尊感情」回復レッスン ユン ホンギュン　著 ダイヤモンド社

20 496.3 まぶたが下がる「眼瞼下垂」はこうして改善する　老け顔解消！ 小栗 章弘　著 PHP研究所

21 496.3 名医が教える「まぶたテープ」頭痛・肩こりが解消！自律神経が整おう！ 松尾 清　著 扶桑社

22 496.6 マンガでわかるAPD聴覚情報処理障害 阪本 浩一　著 法研

23 498.3 鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」70歳、医師のぼくがたどり着いた 鎌田 實　著 集英社

24 591 おひとりさまの大往生お金としあわせを貯めるQ&A 畠中 雅子　著 主婦の友社

25 595.5 朝・夜３分「顔筋はがし」でシミ・毛穴・ほうれい線は消せる！ 那賀 洋子　著 PHP研究所

26 596 圧力鍋の生涯作り続けたいレシピ１００　忙しい人ほど楽になる！ 石原 洋子　著 主婦と生活社

27 596 誰が作っても絶対おいしい魔法の炊飯器レシピ 萩野 恭子　著 宝島社

28 597.5 片付けは減らすが９割 阪口 ゆうこ　著 ぱる出版

29 612.1 有機農業でつながり、地域に寄り添って暮らす 荒井 聡  編著 筑波書房

30 615.7 象牙の塔を越えて① 岡本 よりたか 著 オカモトデザイン

31 615.7 象牙の塔を越えて② 岡本 よりたか 著 オカモトデザイン

32 645.7 図書館司書３０人が選んだ猫の本棚 高野 一枝 編著 郵研社

33 754.9 花の立体カード 美しくて楽しい やまもと えみこ 著 日本ヴォーグ社

34 782 見るだけでうまくなる！陸上競技の基礎 後藤 彰英 著 ベースボール・マガジン社

35 783.7 阪神タイガースぶっちゃけ話 江本 孟紀 著 清談社Publico

36 783.7 プロ野球ヒストリー大事典 長谷川 晶一 著 朝日新聞出版

37 797.2 大人が楽しいトランプゲーム３０選 すごろくや著 スモール出版

38 801.9 気持ちが伝わるはじめての手話 谷 千春 監修 主婦の友社

39 814.4 世にも美しい三字熟語 西角 けい子 著 ダイヤモンド社

40 814.7 図解でわかる時事重要テーマ100 2022-2023 日経HR編集部 著 日経HR

41 816 朝日新聞記者の２００字文章術 極小コラム「素粒子」の技法 真田 正明 著 さくら舎

42 828.3 日常台湾華語会話フレーズBest表現1100 樂 大維 著 明日香出版社

43 910.2 教養としての芥川賞
重里 徹也 著

助川 幸逸郎 著
青弓社

44 913.6 浅草迄 北野 武 著 河出書房新社

45 929.1 花を見るように君を見る ナ テジュ 著 かんき出版

46 929.1 アーモンド ソン ウォンピョン 著 祥伝社

46冊

児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 495 生理のはなし　おとなも子どもも知っておきたい新常識
高橋 怜奈　監修

のはら あこ  漫画
主婦と生活者

2 536 のりもの　２４４しゅるい！（ひとりでよめるずかん） 学研プラス

3 597 毎日がときめく　お部屋づくり&片づけのルール 鈴木 尚子　監修　 ナツメ社

4 913 学園ミステリー 絶対名作！十代のためのベスト・ショート・ミステリー
恩田 陸　著
米澤 穂信 著

汐文社

5 933 オンボロやしきの人形たち フランシス・ホジソン・バーネット作 徳間書店

6 933 クリスマス・ピッグ J.K.ローリング　著 静山社

7 E じゅうにしどこいくの？
すとう　あさえ　ぶん

おくはら　ゆめ　え
ほるぷ出版

8 E なぜてをあらうの？（からだの「なぜ？」えほん）
カーラ・フローランス　作

ジョン・フローランス作・絵
文響社

9 E なぜちゅうしゃをするの？（からだの「なぜ？」えほん）
カーラ・フローランス　作

ジョン・フローランス作・絵
文響社

10 E おしっこ、うんこはどこにいく？
中川　ひろたか　作

カワチ　レン　絵
アリス館

11 E おもち
彦坂　有紀　さく

もりと　いずみ　さく
福音館書店

12 E おちばのほん いわさ ゆうこ　著 文一総合出版

13 E おにのパンツ 長谷川 義史　絵 フレーベル館

14 E まるとてんてんのえほん
たかはし　みどり　さく

やまうち　かずあき　え
デコ

15 E クリスマスべんとう
木坂 涼　文

いりやま さとし　絵
教育画劇

16 E ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ ゆみこ　さく 教育画劇

17 E バムとケロのもりのこや　英語版　Bam and Kero`s Treehouse 島田 ゆか　作・絵 文溪堂

18 E ピンクはおとこのこのいろ　
ロブ・パールマン　文

イダ カバン絵
KADOKAWA

19 E メイシーちゃんのクリスマス ルーシー・カズンズ作 偕成社

20 E かぼちゃスープ ヘレン・クーパーさく アスラン書房

21 C たのしいおひなさま おおい じゅんこ　作・絵 教育画劇

21冊

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 159.5 １０代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考 山崎 聡一郎 著 朝日新聞出版

2 371.4 しんどい時の自分の守り方 １０代から知っておきたいメンタルケア 増田 史 著 ナツメ社

3 400 中学校３年間の理科が１冊でしっかりわかる本 森 圭示 著 かんき出版

3冊

参考図書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 R031 総合百科事典ポプラディア　１巻～18巻 　 ポプラ社

18冊

郷土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 377.3 ひめゆりたちの春秋 仲程　昌徳　著 ボーダーインク

2 206 つながる沖縄近現代史 前田　勇樹　ほか　編 ボーダーインク

3 379.2 公民館のしあさって 公民館のしあさって出版委員会 ボーダーインク

4 462.1 琉球弧・生き物図鑑　世界自然遺産の島々
山口 喜盛　著

山口 尚子　著
南方新社

5 913.6 硝子の塔の殺人 知念 実希人　著 実業之日本社

5冊

合  計 93冊


