
分類番号 書名 著者名 出版社

019.5 絵本専門士アナウンサーが教える心をはぐくむ読み聞かせ 杉上 佐智枝 小学館クリエイティブ

019.5 小学校学年別知識読みもの240 福岡 淳子 少年写真新聞社

024.8 ブックオフ大学ぶらぶら学部 夏葉社

146.8 その生きづらさ、「かくれ繊細さん」かもしれません 時田 ひさ子 フォレスト出版

210 くそじじいとくそばばあの日本史 大塚 ひかり ポプラ社

291.5 東海自転車さんぽ 木村 雄二 風媒社

291.7 岡山・倉敷　'21 昭文社

293.8 フィンランドでかなえる100の夢 kukkameri ダイヤモンド・ビッグ社

332 図解でわかる14歳から考える資本主義 インフォビジュアル研究所 太田出版

336 リモートワーク大全 壽 かおり ポプラ社

336.2 業務改善の問題地図 沢渡 あまね 技術評論社

338
LINE Pay,PayPay,楽天ペイ,d払い,au PAY,
メルペイ&モバイルSuicaキャッシュレス導入ガイド

リンクアップ 技術評論社

367.2 女のお悩み動物園 ジェーン・スー 小学館

367.4 子どもを連れて、逃げました。 西牟田 靖 晶文社

369.3 ローリングストックで!防災にそなえるレシピ オレンジページ

379.9 自分でできる子に育つほめ方叱り方 島村 華子 ディスカヴァー・トゥエンティワン

379.9 子どもをキッチンに入れよう! 藤野 恵美 ポプラ社

404 身近な科学が人に教えられるほどよくわかる本 左巻 健男 SBクリエイティブ

462.7 南極ダイアリー 水口 博也 講談社

490.1 こどもホスピスの奇跡 石井 光太 新潮社

493.7 脳卒中とその後遺症がよくわかる本 久保田 有一 アーク出版

498.1 病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 仲本 りさ いろは出版

498.1 病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。　2 仲本 りさ いろは出版

498.5 病気がイヤなら、これを食べなさい 渡辺 雄二 ビジネス社

547.5 図解まるわかり5Gのしくみ 飯盛 英二 翔泳社

590 楽しく続けられる和の習慣70 君野 倫子 エムディエヌコーポレーション

590 いちばんわかりやすい家事のきほん大事典 成美堂出版編集部 成美堂出版

590.4 さらに、やめてみた。 わたなべ ぽん 幻冬舎

596 はらぺこ万歳!　おかわり たかぎ なおこ 文藝春秋

596 志麻さんの台所ルール タサン志麻 河出書房新社

596 お取り寄せのたしなみ手みやげの作法 主婦の友社 主婦の友社

596.2 すごい!みそ汁 小田 真規子 家の光協会

596.3 野菜たっぷり大量消費レシピ304 阪下 千恵 新星出版社

596.3 めんどうな日でも作りたくなる極上パスタ 小林 諭史 KADOKAWA

596.7 おうちで楽しむためのアフタヌーンティーLESSON 安達 由香里 メイツユニバーサルコンテンツ
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一般書



596.7 純喫茶とあまいもの　京都編 難波 里奈 誠文堂新光社

597.9 50過ぎたら、住まいは安全、そうじは要領 沖 幸子 祥伝社

599 カリスマシッターが教える“困ったとき”の育児ワザ 育児サポートを考える会 翔泳社

673.3 誰でもトクする「ポイ活」BOOK 「ポイ活」スタート研究会 KADOKAWA

681.3 あおり運転 菰田 潔 彩流社

689.5 東京ディズニーシーベストガイド　2021-2022 講談社 講談社

781.4 競技に活きる!魅せる新体操体づくりのポイント 橋爪 みすず メイツユニバーサルコンテンツ

783.4 見るだけでうまくなる!ラグビーの基礎 長島 章 ベースボール・マガジン社

793 はじめよう花のある暮らし 真子 やすこ 日東書院本社

【予約の多い一般書】

1位　えんとつ町のプペル

2位　はらぺこ万歳!　おかわり

3位  さらに、やめてみた。

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 ひとり旅日和　2 秋川 滝美 KADOKAWA

913.6 日雇い浪人生活録　10 上田 秀人 角川春樹事務所

913.6 冬の狩人 大沢 在昌 幻冬舎

913.6 希望病棟 垣谷 美雨 小学館

913.6 銀の夜 角田 光代 光文社

913.6 京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井 壽 講談社

913.6 お龍のいない夜 風野 真知雄 小学館

913.6 チンギス紀　9 北方 謙三 集英社

913.6 青田波 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 鬼役　30 坂岡 真 光文社

913.6 復讐の協奏曲 中山 七里 講談社

913.6 滅びの前のシャングリラ 凪良 ゆう 中央公論新社

913.6 始まりの木 夏川 草介 小学館

914.6 おばんでございます 桜木 紫乃 北海道新聞社

914.6 寂聴残された日々 瀬戸内 寂聴 朝日新聞出版

914.6 たべる生活 群 ようこ 朝日新聞出版

933.7 アンの夢の家 L.M.モンゴメリ 文藝春秋

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　犬がいた季節

2位　夜明けのすべて

3位　復讐の協奏曲

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

R334.0 人口学事典 日本人口学会 丸善出版

R351 データでみる県勢　2021 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

R403.6 理科年表　第94冊(令和3年) 国立天文台 丸善出版

R521 図説日本木造建築事典 坂本 功 朝倉書店

請求記号 書名 著者名 出版社

031 かいけつゾロリのまいにちおもしろクイズ1年分 土門 トキオ ポプラ社

159 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社 河出書房新社

210 戦国忍者列伝 加来 耕三 ポプラ社

242 ピラミッドのサバイバル　3 洪 在徹 朝日新聞出版

289 渋沢栄一 伊藤 砂務 集英社

307 常識なのに!大人も実は知らない小学社会科 村瀬 哲史 宝島社

320 小学生からのなんでも法律相談　4巻 小島 洋祐 文研出版

335 学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方 小幡 和輝 小学館

388 小学5年生がかいたざんねんいがいゆかいな妖怪事典 関本 創 講談社

404 どっちが強い!?X　4 エアーチーム KADOKAWA

404 どっちが強い!?X　5 エアーチーム KADOKAWA

404 ジュニア空想科学読本　13 柳田 理科雄 汐文社

407 実験対決　36 洪 鐘賢 朝日新聞出版

440 宇宙に行ったらこうだった! 山崎 直子 repicbook

460 ぐんぐん頭のよい子に育つよみきかせいきもののお話25 山下 美樹 西東社

480 もふかわ★ミニミニ動物 小宮 輝之 学研プラス

493 まんがで学ぶ!新型コロナ知る知るスクール 岡田 晴恵 ポプラ社

493 知ってふせごう!身のまわりの感染症　3 近藤 慎太郎 旬報社

507 ドラえもん探究ワールドすごい!発明のひみつ 藤子・F・不二雄 小学館

589 12歳のスタイルブック 服部 裕子 文響社

596 12つきのおはなし&パンレシピ Goma フレーベル館

649 こちら、まほろば動物病院 鷲塚 貞長 つちや書店

726 おしりダンディ ザ・ヤング トロル 集英社

783 マンガでよくわかるバドミントン 城戸 友行 大泉書店

933コ マジックウッズ戦記　2上 クレシッダ・コーウェル 小峰書店

933コ マジックウッズ戦記　2下 クレシッダ・コーウェル 小峰書店

933コ マジックウッズ戦記　3上 クレシッダ・コーウェル 小峰書店

933コ マジックウッズ戦記　3下 クレシッダ・コーウェル 小峰書店

933ロ イッカボッグ J.K.ローリング 静山社

Fイ 見た目レンタルショップ 化けの皮 石川 宏千花 小学館

参考

児童書



Fカ おばけのアッチとコロッケとうさん 角野 栄子 ポプラ社

Fカ 魔女が相棒?オコジョ姫とカエル王子 柏葉 幸子 理論社

Fカ 竜が呼んだ娘 魔女の産屋 柏葉 幸子 朝日学生新聞社

Fコ ねこの町の小学校 小手鞠 るい 講談社

Fサ まちのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fソ 探検!いっちょかみスクール　魔法使いになるには編 宗田 理 静山社

Fト おしりたんてい おしりたんていのこい!? トロル ポプラ社

Fハ かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原 ゆたか ポプラ社

Fヒ おっちょこ魔女先生　2 廣嶋 玲子 KADOKAWA

Fヒ 妖怪の子預かります　8 廣嶋 玲子 東京創元社

Fフ しゅくだいなかなおり 福田 岩緒 PHP研究所

Fム 防災室の日曜日 村上 しいこ 講談社

【予約のある児童書】

1位　水族館のサバイバル　2

2位　どっちが強い!?シャチvsシュモクザメ

3位　'おしりたんてい おしりたんていのこい!?

請求記号 書名 著者名 出版社

P ピンポンパンポンプー 劇団ひとり マガジンハウス

Pア こうさぎたちのクリスマス エイドリアン・アダムズ 徳間書店

Pア こたつ 麻生 知子 福音館書店

Pオ 赤ずきん ヘレン・オクセンバリー 文化学園文化出版局

Pカ ルドルフ赤い鼻のトナカイ アントニオ・ハビエール・カパロ 子どもの未来社

Pカ 十二支のお雑煮 川端 誠 BL出版

Pク ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤 ノリコ 白泉社

Pコ ぜったいにあけちゃダメ? ビル・コッター サンクチュアリ出版

Pス なにしてるの? 鈴木 まもる ポプラ社

Pス なんでもレストラン 鈴木 まもる 文溪堂

Pツ バレエはじめるの つがね ちかこ ほるぷ出版

Pハ くらやみきんしの国 エミリー・ハワース=ブース あかね書房

Pフ おやすみなさいどうぶつたち ケイト・プレンダーガスト 潮出版社

Pヤ アンパンマンとくろいとり やなせ たかし フレーベル館

Pロ カマキリのシャルロットとすずらんでんわ ロマン・トマ 講談社

紙芝居、絵本


