
児童センター閉館のお知らせ

児童センターは、令和４年３月３１日をもちまして閉館いたしました。

⾧い間ご利用いただきありがとうございました。

一般

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 007．3 最新インターネットの法律とトラブル対策 森　公任 監修 三修社

2 007．6 最速ショートカットキー 高田　天彦 著 技術評論社

3 015．9 図書館利用に障害のある人々へのサービス 日本図書館協会障害者サービス委員会編 日本図書館協会

4 015．9 図書館利用に障害のある人々へのサービス 日本図書館協会障害者サービス委員会編 日本図書館協会

5 019．9 〈自分〉を知りたい君たちへ 養老　孟司 著 毎日新聞出版

6 141．6 なぜ日本人は怒りやすくなったのか？ 安藤　俊介 著 秀和システム

7 150．4 半径3メートルの倫理 オギリマ　サホ 著 産業編集センター

8 159 自分の意見で生きていこう ちきりん 著 ダイヤモンド社

9 209 知識ゼロからの学び直し世界史 福田　智弘 著 幻冬舎

10 210．2 土偶を読む 竹倉　史人 著 晶文社

11 210．4 一冊でわかる鎌倉時代 大石　学 監修 河出書房新社

12 210．5 「鎌倉殿」登場！ 大迫　秀樹 編著 日本能率協会マネジ…

13 280．4 天才の習慣 ライブ 編著 カンゼン

14 291．0 HAVE　A　GOOD　SAUNA！ 岩田　リョウコ 著 いろは出版

15 291．0 ブラタモリ　17 NHK「ブラタモリ」制作班 監修 KADOKAWA

16 291．0 ブラタモリ　18 NHK「ブラタモリ」制作班 監修 KADOKAWA

17 291．3 銀ぶら百年 泉　麻人 著 文藝春秋

18 291．5 東海道五十三次いまむかし歩き旅 高橋　真名子 著 河出書房新社

19 292 地図でスッと頭に入るアジア25の国と地域 井田　仁康 監修 昭文社

20 292．5 日本人とエベレスト 山と溪谷社 編 山と溪谷社

21 318．6 まちの未来を描く！自治体のSDGs 高木　超 著 学陽書房

22 324．7 介護等に貢献した娘・息子・嫁・婿、配偶者のためのあたらしい相続のかたち 山田＆パートナーズ 編著 日本法令

23 336．17 図解まるわかりDXのしくみ 西村　泰洋 著 翔泳社

24 361．4 「印象」の心理学 田中　知恵 著 日本実業出版社

25 371．4 子どもの逆境に負けない力「レジリエンス」を育てる本 足立　啓美 著 法研

26 373．2 「学び」をとめない自治体の教育行政 朝岡　幸彦 編著 自治体研究社

27 379．9 親から子への「教え方」がよくわかる 小杉　拓也 著 ベレ出版

28 491．1 はたらく内臓 坂井　建雄 監修 中央公論新社

29 493．8 しっかりわかるワクチンと免疫の基礎知識 峰　宗太郎 監修 池田書店

30 495 もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとしたら？ シーラ・デ・リス 著 サンマーク出版

31 496．6 30秒で耳の聞こえがよくなる「耳体操」 柴田　友里絵 著 PHP研究所

32 498．3 頑張りすぎる人のための疲れない習慣 上符　正志総 監修 家の光協会

33 535．8 大人めがねスタイル 主婦の友社 編 主婦の友社

34 590．4 私をあたらしくする51のこと 本多　さおり 著 大和書房

35 593．4 ミシンスタートBOOK 日本ヴォーグ社

36 594．3 結んで作る素敵なマクラメアクセサリー ブティック社

37 595．5 肌トラブル大全 小林　智子 著 WAVE出版

38 596 調味料の味わい 暮らしの図鑑編集部 編 翔泳社

39 596 365日あなたを支える！究極のお助けごはん 角川春樹事務所

40 596 こころが整う台所 高木　ゑみ 著 飛鳥新社

41 596．2 おうち韓食（ハンシク） 重信　初江 著 主婦の友社

42 596．6 パン＆サンドイッチ 沼津　りえ 著 永岡書店

43 596．6 はじめての和菓子レッスン 金塚　晴子 著 家の光協会

44 597．5 世界一親切な片づけの教科書 長島　ゆか 著 KADOKAWA

45 627．8 観葉植物図鑑 渡辺　均 監修 日本文芸社

46 673．7 年34日だけの洋品店 井形　慶子 著 集英社

47 674．3 とりあえず、素人っぽく見えないデザインのコツを教えてください！ ingectar‐e 著 インプレス

48 699．6 日本懐かしテレビ大全 辰巳出版

49 713 はしもとみおの木彫り教室 はしもと　みお 著 KADOKAWA

50 726．1 一度きりの大泉の話 萩尾　望都 著 河出書房新社

51 726．6 ぼく　モグラ　キツネ　馬 チャーリー・マッケジー 著 飛鳥新社

52 754．9 マステで素敵にアレンジ楽しいギフトと飾りつけ 森　珠美 作品 メイツユニバーサル…

53 780．7 筋トレのための人体解剖図 石井　直方 監修 成美堂出版

54 792 心と体に効くお香のある生活 椎名　まさえ 監修 日東書院本社

55 810．1 いつもの言葉を哲学する 古田　徹也 著 朝日新聞出版

56 813．1 国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 著 女子栄養大学出版部

57 830．7 英語日記BOY 新井　リオ 著 左右社

58 901．3 〈読んだふりしたけど〉ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法 三宅　香帆 著 笠間書院

59 908 岩波少年文庫のあゆみ 若菜　晃子 編著 岩波書店

60 911．1 まだまだです カン　ハンナ 著 角川文化振興財団

61 913．6 ないしょないしょ 池波 正太郎 著 新潮社

62 913．6 剣客商売読本 池波　正太郎 ほか 著 新潮社

63 913．6 火車 宮部　みゆき 著 新潮社

64 913．6 塞王の楯 今村　翔吾 著 集英社

65 913．6 黒牢城 米澤　穂信 著 KADOKAWA

66 913．6 阿寒に果つ 渡辺　淳一 著 中央公論新社

67 913．6 ばにらさま 山本　文緒 著 文藝春秋

68 913．6 妻が椎茸だったころ 中島　京子 著 講談社

69 913．6 我らが少女A 高村　薫 著 毎日新聞出版

70 913．6 あなたにオススメの 本谷　有希子 著 講談社

71 913．6 透明な螺旋 東野　圭吾 著 文藝春秋

72 914．6 寂聴九十七歳の遺言 瀬戸内　寂聴 著 朝日新聞出版

73 914．6 一期一会の人びと 五木　寛之 著 中央公論新社

74 914．6 恨みっこなしの老後 橋田　壽賀子 著 新潮社

75 914．6 作家は時代の神経である 高村　薫 著 毎日新聞出版

76 932．5 シェイクスピア全集　ハムレット シェイクスピア 著 筑摩書房

77 932．5 シェイクスピア全集　マクベス シェイクスピア 著 筑摩書房

78 932．5 シェイクスピア全集　終わりよければすべてよし シェイクスピア 著 筑摩書房

78冊

児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 031 かいけつゾロリのまいにちなぞなぞ1年分 小野寺　ぴりり紳 作 ポプラ社

2 032 あたまがよくなる！最強なぞなぞだいじてんデラックス 近野　十志夫 出題 学研プラス

3 148 ハッピー！手相占い大じてん ゆきまる 監修 成美堂出版

4 382 遠野物語 柳田　國男 原作 偕成社

5 488 どっちが強い！？フクロウvsヤマアラシ スライウム ストーリー KADOKAWA

6 489 どっちが強い！？クロヒョウvsマンドリル ジノ ストーリー KADOKAWA

7 750 サンリオキャラクターズとかわいいクラフト いしかわ　まりこクラフト制作・指導 小学館

8 E 旅の絵本 安野　光雅 著 福音館書店

9 E こいのぼりセブン もとした　いづみ 作 世界文化ワンダーク…

10 E The　very　hungry　caterpillar by　Eric　Carle Philomel　Books

11 E はらぺこあおむし　点字つきさわる絵本 エリック・カール さく 偕成社

12 E そらの100かいだてのいえ いわい　としお 作 偕成社

13 E ももたろう 松居　直 文 福音館書店

13冊

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y611．3 図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史 インフォビジュアル研究所 著 太田出版

2 Y913．6 All　You　Need　Is　Kill 桜坂　洋 著 集英社

2冊

郷土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 395.3 The HOPE of HENOKO 辺野古・美ら海からのメッセージ 中山　吉人 著 みらいパブリッシング

2 219.9 沖縄戦の子どもたち 川満　彰 著 吉川弘文館

3 395.3 １５　おきなわ　辺野古の貌（かお）ー今を撮る 豊里　友行 著 がじゅまるブックス

4 610 沖縄農業ーその研究の軌跡と現状 来間　泰男 著 がじゅまるブックス

5 913.6 春に乗り遅れて、半額シールを貼られる 円井　定規 著 沖縄タイムス社

6 913.6 ラビリンスーグシク界隈 ゆしわら・くまち 沖縄タイムス社

7 462 ぼくたち、ここにいるよ　高江の森の小さないのち アキノ隊員 写真・文 影書房

7冊

合  計 100冊

　　E ： 絵本

　　Y ： 主に１３歳～１８歳までの中高生世代を対象にした本


