
分類番号 書名 著者名 出版社

019.1 ものの見方が変わるシン・読書術 渡邊 康弘 サンマーク出版

070.1 ジャーナリストの仕事 齊藤 信宏 青弓社

123.8 論語物語 下村 湖人 興陽館

186.9 御朱印でめぐる東海のお寺 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

290.9 福沢諭吉が見た150年前の世界 福沢 諭吉 彩図社

291.3 るるぶ茨城　'22 JTBパブリッシング

291.3 るるぶ群馬　'22 JTBパブリッシング

291.3 栃木　'22 昭文社

291.5 ご当地絶景中部東海北陸 昭文社

291.5 伊勢・志摩 鳥羽　[2021] TAC株式会社出版事業部

291.5 名古屋　[2021] TAC株式会社出版事業部

291.6 大阪　'22 昭文社

291.7 山陰　[2021-2] 昭文社

302.2 ベトナムのことがマンガで3時間でわかる本 福森 哲也 明日香出版社

323.1 憲法を読み解く 渋谷 秀樹 有斐閣

324.8 わかりやすい賃貸住宅 吉田 杉明 自由国民社

335.1 伝説の経営者たちの成功と失敗から学ぶ経営 鈴木 博毅 かんき出版

336.4 社内プレゼンの質疑応答術 前田 鎌利 すばる舎

350.1 知識ゼロでも楽しく読める!統計学のしくみ 佐々木 彈 西東社

365.3 すみません、2DKってなんですか? 日下部 理絵 サンマーク出版

367.2 我は、おばさん 岡田 育 集英社

369.3 スマホで防災 宮下 由多加 ジャムハウス

379.9 シリコンバレー式世界一の子育て 中内 玲子 フローラル出版

404 東大卒の教師が教えるこどもの科学の疑問に答える本 三澤 信也 彩図社

417.1 文系のためのめっちゃやさしい確率 倉田 博史 ニュートンプレス

451.9 世界の天変地異 マッティン・ヘードベリ 日経ナショナルジオグラフィック

457.8 ゆるかわ古生物図鑑 高橋 のぞむ 西東社

493.7 パニック障害 坪井 康次 高橋書店

494.9 結石・胆石「体の石」を自分で防ぐ、治す最善の知恵とコツ 栗原 毅 主婦の友社

501.8 はじめてでもよくわかる!図面の描き方 飯島 晃良 成美堂出版

538.8 ジェット旅客機操縦完全マニュアル 中村 寛治 SBクリエイティブ

590 サンキュ! ベネッセコーポレーション

590 重曹&お酢 岩尾 明子 日東書院本社

592.7 なんでも自分で修理する本 片桐 雅量 宝島社

593.3 時短・かんたんワードローブ ブティック社

596 ホットサンドメーカーで作るこれって絶対ウマいやつ!　 キャンプめし愛好会 主婦の友社
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一般書



596 志麻さんの魔法のソースレシピ 志麻 マガジンハウス

674.3 心ゆさぶる広告コピー 岩崎 亜矢 パイインターナショナル

763.8 初心者のドラム基礎教本　[2021] 枝川 淳一 自由現代社(発売)

783.1 1冊でわかる3x3バスケ入門 中祖 嘉人 マイナビ出版

783.9 ボウリングパーフェクトコントロール 川添 奨太 メイツユニバーサルコンテンツ

816.5 実戦添削例から学ぶ必ず受かる小論文・作文 石井 秀明 新星出版社

834.5 くらべてわかる英単語図鑑 牧野 高吉 主婦の友インフォス

【予約の多い一般書】

1位　「育ちがいい人」だけが知っていること

2位　スマホ脳

3位  よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑

分類番号 書名 著者名 出版社

910.26 佐藤愛子の世界 文藝春秋

913.6 星に祈る あさの あつこ PHP研究所

913.6 要訣 上田 秀人 講談社

913.6 鴨川食堂ごちそう 柏井 壽 小学館

913.6 親子の絆に恋賭けて 小杉 健治 角川春樹事務所

913.6 出絞と花かんざし 佐伯 泰英 光文社

913.6 ハレルヤ! 重松 清 新潮社

913.6 君と歩いた青春 小路 幸也 中央公論新社

913.6 琥珀の夏 辻村 深月 文藝春秋

913.6 ザ・ベストミステリーズ　2021 日本推理作家協会 講談社

913.6 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 幻冬舎

913.6 いのちの停車場 南 杏子 幻冬舎

913.6 ブレイクニュース 薬丸 岳 集英社

913.6 梅花下駄 佐伯 泰英 文藝春秋

914.6 美女の魔界退治 林 真理子 マガジンハウス

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　白鳥とコウモリ

2位　魂手形

3位　小説8050

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

281 世界でいちばん優しいロボット 岩貞 るみこ 講談社

289 津田梅子 RICCA 集英社

291 名探偵コナン推理ファイル中国・四国地方の謎 青山 剛昌 小学館

291 新・日本のすがた　1　九州地方 帝国書院編集部 帝国書院

291 新・日本のすがた　2　中国・四国地方 帝国書院編集部 帝国書院

291 新・日本のすがた　3　近畿地方 帝国書院編集部 帝国書院

319 聞かせて、おじいちゃん 横田 明子 国土社

333 10歳からの図解でわかるSDGs 平本 督太郎 メイツユニバーサルコンテンツ

369 防災ハンドメイド 辻 直美 KADOKAWA

404 教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科 うえたに夫婦 河出書房新社

407 なぜ私たちは理系を選んだのか 桝 太一 岩波書店

440 NHK子ども科学電話相談天文・宇宙スペシャル NHK「子ども科学電話相談」制作班 NHK出版

457 恐竜 小林 快次 KADOKAWA

480 信じられない現実の生きもの図鑑 DK社 東京書籍

484 ナメクジはカタツムリだった? 武田 晋一 岩崎書店

486 昆虫 丸山 宗利 KADOKAWA

488 NHK子ども科学電話相談鳥スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班 NHK出版

726 トーマスのひみつ100 ポプラ社

726 おしりダンディ ザ・ヤング トロル 集英社

750
自由研究もエコで楽しく!
ペットボトル・牛乳パックのかんたん工作

くるくるリサイクル工作研究会 メイツユニバーサルコンテンツ

783 小学生のバッティング最強上達BOOK 有安 信吾 メイツユニバーサルコンテンツ

830 小学生の英語のギモン相談室 NHK「基礎英語0」制作班 NHK出版

910 都会のトム&ソーヤ最強ガイド はやみね かおる 講談社

923 三国志 羅 貫中 学研プラス

932 ハムレット ウィリアム・シェイクスピア 静山社

932 ロミオとジュリエット ウィリアム・シェイクスピア 静山社

932 十二夜 ウィリアム・シェイクスピア 静山社

933ス コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン 瑞雲舎

Fイ おねえちゃんって、ちょっぴりせのび! いとう みく 岩崎書店

Fイ 6年1組黒魔女さんが通る!!　14 石崎 洋司 講談社

Fキ サマークエスト 北山 千尋 フレーベル館

Fコ 庭 小手鞠 るい 小学館

Fス ランペシカ 菅野 雪虫 講談社

Fソ ぼくらの復活大作戦 宗田 理 KADOKAWA

Fタ トムと3時の小人 たかどの ほうこ ポプラ社

Fト 妖怪一家の時間旅行 富安 陽子 理論社

児童書



【予約のある児童書】

1位　どっちが強い!?シャチvsシュモクザメ

2位　どっちが強い!?リカオンvsモリイノシシ

3位　世界史探偵コナン　10

請求記号 書名 著者名 出版社

Pイ どろんこおばけになりたいな 石井 聖岳 童心社

Pウ うみべのくまちゃん デイヴィッド・ウォーカー 岩崎書店

Pエ おもわずおもわず えがしら みちこ あかね書房

Pク 恐竜トリケラトプスとティラノクイーン 黒川 みつひろ 小峰書店

Pス わんぱくだんのりゅうぐうじょう 末崎 茂樹 ひさかたチャイルド

Pス としょかんのきょうりゅう 鈴木 まもる 徳間書店

Pセ おまつりおばけ せな けいこ フレーベル館

Pト おふろひえてます とよた かずひこ ひさかたチャイルド

Pト ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた かずひこ アリス館

Pヒ すいかのたね グレッグ・ピゾーリ こぐま社

Pマ いつつごうさぎとうみのほうせき まつお りかこ 岩崎書店

Pヨ あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ ポプラ社

Pヨ いたいときのおまじない よしむら めぐ 小学館

★ご希望の図書が貸出中のときは、予約をお受けいたします。
　「図書リクスト・予約」用紙にご記入のうえ、カウンターまでお申し込みください。

紙芝居、絵本


