
一般
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 007.3 世界2．0 佐藤航陽 著 幻冬舎

2 007.3 SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下由多加 著 ジャムハウス

3 020.2 図説本の歴史 樺山紘一 編 河出書房新社

4 141.5 認知バイアス見るだけノート 齊藤勇 監修 宝島社

5 143.5 私たちはなぜ「女」を面倒に思うのか 水島広子 著 自由国民社

6 146.8 かくれ繊細さんの「やりたいこと」の見つけ方 時田ひさ子 著 あさ出版

7 159.4 92歳総務課長の教え 玉置泰子 著 ダイヤモンド社

8 204 歴史思考 深井龍之介 著 ダイヤモンド社

9 209.7 20歳の自分に教えたい現代史のきほん 池上彰 著 SBクリエイティブ

10 210.1 日本の合戦解剖図鑑 本郷和人 監修 エクスナレッジ

11 291.0 旅行ライターになろう！ 野添ちかこ 著 青弓社

12 312.9 佐藤優の地政学入門 佐藤優 監修 学研プラス

13 319.3 ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部 編 岩波書店

14 319.1 日米同盟・最後のリスク 布施祐仁 著 創元社

15 330 グラレコで学ぶ経済本 澤 昭人 著 repicbook

16 336.4 ビジネスマナーの解剖図鑑 北條久美子 著 エクスナレッジ

17 336.5 会社の片付け！ 川井かおる 著 日経BP日本経済新聞出版

18 336.9 会計の用語図鑑 石川和男 著 KADOKAWA

19 338.1 株式投資で普通でない利益を得る フィリップ・A．フィッシャー著 パンローリング

20 338.1 世界一楽しい！会社四季報の読み方 藤川里絵 著 SBクリエイティブ

21 338.8 マンガと図解でよくわかるつみたてNISA＆iDeCo＆ふるさと納税 酒井富士子 著 インプレス

22 364.6 図解いちばん親切な年金の本 22-23年版 清水典子 監修 ナツメ社

23 367.2 ジェンダーと歴史学 ジョーン・W．スコット著 平凡社

24 379.9 子どもがやる気になる！「親のひとこと」言い換え辞典 堀田秀吾 監修 三笠書房

25 404 センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン著 新潮社

26 451.8 気候変動と「日本人」20万年史 川幡穂高 著 岩波書店

27 489.6 クジラの骨と僕らの未来 中村玄 著 理論社

28 490.1 ホスピス・緩和ケアのこころと実際 柏木哲夫 著 いのちのことば社

29 498.8 この世を生き抜く最強の技術 わび 著 ダイヤモンド社

30 498.8 国家と石綿 永尾俊彦 著 現代書館

31 519 脱プラスチックへの挑戦 堅達京子 著 山と溪谷社

32 595.5 メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた 吉川景都 著 ダイヤモンド社

33 596 手づくりのすすめ 自然食通信編集部 編 自然食通信社

34 597.9 コックローさんのすっきりおそうじ 読書工房 編著 国土社

35 611.3 食べものが足りない！ 井出留美 著 旬報社

36 614.8 図解よくわかるスマート農業 三輪泰史 編著 日刊工業新聞社
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37 629.7 咲かせたい！四季の宿根草で庭づくり 荻原範雄 著 講談社

38 662.1 最新漁業の動向とカラクリがよ～くわかる本 勝川俊雄 著 秀和システム

39 675 弱者でも勝てるモノの売り方 お金をかけずに売上を上げるマーケティング入門 上杉惠理子 著 ぱる出版

40 706.9 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒 著 集英社インターナショナル

41 721.8 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野境子 著 国土社

42 726.1 わが闘争 ヒトラー原作 イースト・プレス

43 748 土門拳の風貌 土門拳 著 クレヴィス

44 770 演劇入門 鴻上尚史 著 集英社

45 783.1 チャレンジング・トム トム・ホーバス 著 ワニブックス

46 818.6 地図で読み解く関西のことば 岸江信介 編 昭和堂

47 835 話が止まらなくなる英文法 ペニャ詠子 著 明日香出版社

48 911.6 中島みゆき詩集 中島みゆき 著 角川春樹事務所

49 913.6 キネマの天使 赤川次郎 著 講談社

50 913.6 石礫 今野敏 著 光文社

51 913.6 ブックキーパー脳男 首藤瓜於 著 講談社

52 913.6 アキレウスの背中 長浦京 著 文藝春秋

53 913.6 夢をかなえるゾウ 0(ゼロ) 水野敬也 著 文響社

54 913.6 梅安蟻地獄 池波正太郎 著 講談社

55 913.6 梅安最合傘 池波正太郎 著 講談社

56 913.6 その扉をたたく音 瀬尾まいこ 著 集英社

56冊

児童書
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 C てあらいぴっかぴか いとうみき 脚本・絵 童心社

2 E ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン・アーヴェリス ぶん 評論社

3 E すうがくでせかいをみるの ミゲル・タンコ 作 ほるぷ出版

4 E おすしやさんにいらっしゃい！ 生きものが食べものになるまで おかだだいすけ 文/遠藤宏 写真 岩崎書店

5 E １１１本の木 リナ・シン 文 光村教育図書

6 289 捨てないパン屋の挑戦：しあわせのレシピ 井出留美 著 あかね書房

7 489 この世界からサイがいなくなってしまう：アフリカでサイを守る人たち 味田村太郎 文 学研プラス

8 520 建築家になりたい君へ 隈研吾 著 河出書房新社

9 913 つくしちゃんとおねえちゃん いとうみく 作 福音館書店

10 913 みんなのためいき図鑑 村上しいこ 作 童心社

11 913 りんごの木を植えて 大谷美和子 作 ポプラ社

12 913 風の神送れよ 熊谷千世子 作 小峰書店

13 933 チョコレートタッチ パトリック・スキーン・キャトリング 作 文研出版

14 933 ぼくの弱虫をなおすには Ｋ・Ｌ・ゴーイング 作 徳間書店

14冊E：絵本　　Ｃ：紙芝居



ヤング
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y141.6 12歳から始めるあがらない技術 鳥谷朝代 著 秀和システム

2 Y320 生きるために必要な「法律」のはなし 木村真実 監修 ナツメ社

3 Y366 なぜ僕らは働くのか 池上彰 監修 学研プラス

4 Y913.6 ソノリティ 佐藤いつ子 著 KADOKAWA

5 Y913.6 マスクと黒板 濱野京子 作 講談社

6 Y913.6 セカイを科学せよ！ 安田夏菜 著 講談社

7 Y933.7 海を見た日 Ｍ・Ｇ・ヘネシー 作 鈴木出版

7冊

郷土
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 K219.9 増補改訂 ぼくの沖縄〈復帰後〉史 プラス 新城和博 著 ボーダーインク

2 K334 ボリビア開拓記外伝 渡邉英樹 著 琉球新報社

3 K334 南米レストランの料理人 漢那朝子 著 ボーダーインク

4 K386 おきなわ暮らしの雑記帳 比嘉淳子 著 ボーダーインク

5 K460 「ツトムの虫」を探して 盛口 満 著 ボーダーインク

6 K913.6 黒猫の小夜曲（セレナーデ） 知念実希人 著 光文社

6冊

合計 83冊

Y：主に中高生を対象にした本

K：沖縄関係の本

※資料によっては品切れや納品遅れ等ございますので、ご了承ください。


