
一般

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 007.1 図解まるわかりAIのしくみ 三津村　直貴 著 翔泳社

2 007.5 スラスラ読めるPythonふりがなプログラミング　スクレイピング入門 ビープラウド 監修 インプレス

3 010.2 戦国の図書館 新藤　透 著 東京堂出版

4 022.8 はじめて手でつくる本 ヨンネ 著 エクスナレッジ

5 070.1 何のために伝えるのか？ 池上　彰 著 KADOKAWA

6 141.5 なぜ、いま思考力が必要なのか？ 池上　彰 著 講談社

7 147.1 小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井　英里絵 パイインターナショ…

8 159.8 1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書 藤尾　秀昭 監 致知出版社

9 209 世界を変えた100のスピーチ 上 コリン・ソルター 著 原書房

10 209 世界を変えた100のスピーチ 下 コリン・ソルター 著 原書房

11 210.5 一冊でわかる江戸時代 大石　学 監修 河出書房新社

12 221.0 一冊でわかる韓国史 六反田　豊 監修 河出書房新社

13 316.1 60分でわかる！改正個人情報保護法超入門 田中　浩之 編著 技術評論社

14 319.2 ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略 遠藤　誉 著 PHP研究所

15 331.6 マルクスの資本論見るだけノート 白井　聡 監修 宝島社

16 336.2 「疲れない」が毎日続く！休み方マネジメント 菅原　洋平 著 河出書房新社

17 338.1 オートモードで月に18．5万円が入ってくる「高配当」株投資 長期株式投資 著 KADOKAWA

18 338.9 これだけは知っておきたい「為替」の基本と常識 中野　博幸 著 フォレスト出版

19 365 あなたを狙う消費者トラブル40例 佐伯　理華 著 弘文堂

20 365.3 はじめて家を買う人の教科書 三浦　康司 著 自由国民社

21 453 地震と火山と防災のはなし 楠城　一嘉 編著 成山堂書店

22 491.3 ムセはじめたら、「1分のどトレ」 藤谷　順子 著 世界文化社

23 491.3 1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き 加藤　俊徳 著 ダイヤモンド社

24 491.3 空気を読む脳 中野　信子 著 講談社

25 493.7 自覚と悟りへの道 森田　正馬 著 白揚社

26 493.7 マンガでわかる！認知症 和田　秀樹 著 リベラル社

27 493.8 今だから知りたい新型コロナウイルス感染症治療薬 中西　貴之 著 技術評論社

28 494.9 透析を回避する！専門医が教える腎臓病の治療法とおいしいレシピ 中尾　俊之 監修 ナツメ社

29 527 理想の暮らしをかなえる50代からのリフォーム 水越　美枝子 著 大和書房

30 589.2 手持ちの服でなんとかなります 杉山　律子 著 サンマーク出版

31 590.4 89歳、ひとり暮らし。 大崎　博子 著 宝島社

32 591 超図解お金再入門 伊藤　亮太 監修 PHP研究所

33 591 普通の会社員でもできる日本版FIRE超入門 山崎　俊輔 著 ディスカヴァー・ト…

34 594.3 楽しく作って、毎日つけたい天然石のマクラメアクセサリー 瞳　硝子　著 ブティック社

35 594.4 カラフルでかわいい手作りミサンガ ブティック社

36 595.6 10日間で、あなたの体はヤセたがる。 Lily 著 KADOKAWA

37 596.3 ぬか床づくり 下田　敏子 著 家の光協会

38 597.5 ムダなモノを持たずに暮らす100人の家 ベネッセコーポレー…

39 629.7 庭の楽しみ 境野　隆祐 監修 翔泳社

40 673 数字でわかる！あの企業・店舗が儲けている仕組み 鎌田　正文 著 大和書房

41 751.1 現代陶芸家の肖像 松山　龍雄 著 阿部出版

42 726.5 ターシャ・テューダーのイラスト図鑑 ターシャ・テューダー 著 KADOKAWA

43 726.1 視えるんです。　6 伊藤　三巳華 著 朝日新聞出版

44 726.1 視えるんです。　7 伊藤　三巳華 著 朝日新聞出版

45 809.5 聞き出す力 近藤　勝重 著 幻冬舎

46 911.6 いちばんやさしい作詞入門 中村　隆道 著 メイツユニバーサル…

47 913.6 梅安針供養 池波　正太郎 著 講談社

48 913.6 殺しの四人 池波　正太郎 著 講談社

49 913.6 月の王 馳　星周 著 KADOKAWA

50 913.6 人面島 中山　七里 著 小学館

51 913.6 オオルリ流星群 伊与原　新 著 KADOKAWA

52 913.6 無明 今野　敏 著 幻冬舎

53 913.6 夏の体温 瀬尾　まいこ 著 双葉社

54 913.6 刑事弁護人 薬丸　岳 著 新潮社

55 914.6 老いの正体 森村　誠一 著 角川文化振興財団

56 991.7 夜ふけに読みたいはじまりのイソップ物語 イソップ 著 平凡社

56冊

児童書

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 007 くらしをべんりにする新・情報化社会の大研究　4 藤川　大祐 監修 岩崎書店

2 007 くらしをべんりにする新・情報化社会の大研究　5 藤川　大祐 監修 岩崎書店

3 440 はじめてのうちゅうずかん 渡部　潤一 監修 スタジオタッククリ…

4 457 恐竜物語ミムスのぼうけん 松岡　達英 作 小学館

5 602 未来をつくる！日本の産業　1 ポプラ社

6 602 未来をつくる！日本の産業　2 ポプラ社

7 913 鬼滅の刃　5 吾峠　呼世晴 原作 絵 集英社

8 913 鬼滅の刃　6 吾峠　呼世晴 原作 絵 集英社

9 E みんなのおねがい すとう　あさえ ぶん ほるぷ出版

10 E オニのサラリーマン　じごく・ごくらく運動会 富安　陽子 文 福音館書店

11 E えがおをわすれたジェーン ジュリー・カプロー 作 誠信書房

12 E へいわとせんそう
たにかわ

しゅんたろう ぶん
ブロンズ新社

13 E おばあちゃん、ぼくにできることある？ ジェシカ・シェパード さく 偕成社

14 E せんろはつづくまだつづく 竹下　文子 文 金の星社

15 E くまとやまねこ 湯本　香樹実 ぶん 河出書房新社

16 E おふろだいすき！しろくまきょうだい まつお　りかこ 作・絵 教育画劇

17 E たからもののあなた まつお　りかこ 作・絵 岩崎書店

18 E しずかなおはなし
サムイル・

マルシャーク ぶん
福音館書店

19 E なまけもののエメーリャ 山中　まさひこ 文 小学館

20 210 マンガで伝える沖縄戦　上 仲本文子・小那覇安剛 琉球新報社

21 210 マンガで伝える沖縄戦　下 仲本文子・小那覇安剛 琉球新報社

21冊

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y209 アメリカの中学生が学んでいる14歳からの世界史
ワークマン

パブリッシング 著
ダイヤモンド社

2 Y324.1 大人になるってどういうこと？ 神内　聡 著 くもん出版

3 Y369.1 介護福祉士になるには 渡辺　裕美 編著 ぺりかん社

4 Y400 アメリカの中学生が学んでいる14歳からの科学
ワークマン

パブリッシング 著
ダイヤモンド社

4冊

郷土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 K219.9 琉球戦国列伝 新装改訂版 上里　隆史 著・監修 ボーダーインク

2 K289 ファイナルジェネレーション 記憶と記録の復帰前 南 ふう 著 新星出版

3 K452 沖縄の湧水・井戸見て歩き 上里 勝實 著 琉球新報社

3冊

合計 84冊

Ｙ ： 主に13歳～18歳までの中高校生を対象にした本

E ： 絵本

Ｋ：沖縄関係の本


