
分類番号 書名 著者名 出版社

019.9 名著のツボ 石井 千湖 文藝春秋

034.9 地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと ラース・ヘンリク・オーゴード 晶文社

148.4 陰陽師の解剖図鑑 川合 章子 エクスナレッジ

175.9 日本全国ねこの御朱印&お守りめぐり 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

290.9 世界197カ国のふしぎな聖地&パワースポット 地球の歩き方

290.9 世界のすごい巨像 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

290.9 世界のすごい城と宮殿333 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291 御船印でめぐる全国の魅力的な船旅 地球の歩き方

291 「乗り鉄」教授のとことん鉄道旅 宮村 一夫 潮出版社

291.8 るるぶ徳島鳴門祖谷渓　[2021] JTBパブリッシング

302.3 いまどきの「ドイツ」と「日本」 マライ・メントライン PHP研究所

320.7 こども六法の使い方 山崎 聡一郎 弘文堂

324.6 今日から成年後見人になりました 児島 明日美 自由国民社

333.8 哲さんの声が聞こえる 加藤 登紀子 合同出版

336.4 その気遣い、むしろ無礼になってます! 三上 ナナエ すばる舎

336.4
よけいなひと言を好かれるセリフに変える

働く人のための言いかえ図鑑
大野 萌子 サンマーク出版

338.1 債券のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 土屋 剛俊 技術評論社

338.9 為替のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 尾河 眞樹 技術評論社

361.4 生き抜くためのメディア読解 小林 真大 笠間書院

361.4 話し方のコツ大全 青木 源太 宝島社

366.2 自由にはたらく副業アイデア事典 中野 貴利人 SBクリエイティブ

368.2 コロナ貧困 藤田 孝典 毎日新聞出版

368.6 高齢者を身近な危険から守る本 森 透匡 池田書店

368.6 盗撮をやめられない男たち 斉藤 章佳 扶桑社

369.2 障害者総合支援法がよ～くわかる本 福祉行政法令研究会 秀和システム

369.4 後悔しない保育園・こども園の選び方 普光院 亜紀 ひとなる書房

371.4 自立って何だろう 都筑 学 新日本出版社

379.9 小学生の子がどんどん勉強するようになる親のすごい声かけ 葉一 SBクリエイティブ

383.8 世界のグルメ図鑑 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

421.2 図解身近にあふれる「相対性理論」が3時間でわかる本 齋藤 勝裕 明日香出版社

451 お天気キャスターが教えるふしぎなお天気のいろいろ 小林 正寿 repicbook

451.6 極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか 川瀬 宏明 化学同人

457.8 恐竜学者は止まらない! 田中 康平 創元社

474.8 不思議で怪しいきのこのはなし ホクトきのこ総合研究所 清水書院

480.4 どっちがどっちまぎらわしい生きものたち 梁井 貴史 さくら舎

493.1 尿酸値リセット 細谷 龍男 文響社

臨時休館中に届いた新着図書

一般書



494.5 がんの逆襲 近藤 誠 エクスナレッジ

494.8 髪が増える術 辻 敦哉 ダイヤモンド社

497 人生100年時代歯を長持ちさせる鉄則 魚田 真弘 クロスメディア・パブリッシング

498.3 「足指」の力 体の不調がスッと消える3分つま先立ち体操 山田 真 コスモ21

498.3 サウナのトリセツ 小林 弘幸 学研プラス

498.7 海をわたった母子手帳 中村 安秀 旬報社

499.1 医師が教える薬のトリセツ 橋本 将吉 自由国民社

518.5 日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 滝沢 秀一 主婦の友社

519 これってホントにエコなの? ジョージーナ・ウィルソン=パウエル 東京書籍

556.9 真実の戦艦大和 双葉社

590 わたしの“ちょうどいい”モノ選び Emi 集英社

591 買わない暮らし。 筆子 大和出版

593.3 イチから基礎がよくわかる手ぬいの基本レッスン 高橋 恵美子 ブティック社

593.3 yumizu楽しいまえかけ 坂田 真由美 エムジェイブックス

594.2 こころのままに季節を楽しむ紙刺しゅう Piro ブティック社

595.4 美容皮膚科医が教える大人のヘアケア再入門 吉木 伸子 青春出版社

596 はじめての電気圧力鍋 みない きぬこ 家の光協会

596.3 オートミールヘルシー&ダイエットレシピ 牛尾 理恵 主婦の友社

598.3 子どもが体調悪いとき、どうしたらいいの? 小野 英一 クロスメディア・パブリッシング

599 男も育休って、あり? 羽田 共一 雷鳥社

619.6 納豆くらべ 石井 泰二 文苑堂

651.3 山を買う楽しみ 扶桑社

721.8 東海道五拾三次 藤澤 紫 NHK出版

726.6 こぐまちゃんとしろくまちゃん 世田谷美術館 中日新聞社

727 世界ピクト図鑑 児山 啓一 ビー・エヌ・エヌ

781.4 めちゃ硬さんのための誰でも柔らかくなるストレッチ 梅野 めう 彩図社

783.5 バドミントン 齋藤 亘 ベースボール・マガジン社

【予約の多い一般書】

1位　老いの福袋

2位　買わない暮らし。

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

913.6 みとりねこ 有川 ひろ 講談社

913.6 勘定侍柳生真剣勝負　4 上田 秀人 小学館

913.6 流転の中将 奥山 景布子 PHP研究所

913.6 噂を売る男 梶 よう子 PHP研究所

913.6 暮鐘 今野 敏 角川春樹事務所

文学、エッセイ、小説ほか



913.6 番士 坂岡 真 光文社

913.6 アイスクライシス 笹本 稜平 徳間書店

913.6 隠れの子 小路 幸也 集英社

913.6 後宮の烏　6 白川 紺子 集英社

913.6 チェンジ 堂場 瞬一 講談社

913.6 聖刻 堂場 瞬一 講談社

913.6 駅に泊まろう!　3 豊田 巧 光文社

913.6 教場X 長岡 弘樹 小学館

913.6 もういちど 畠中 恵 新潮社

913.6 透明な螺旋 東野 圭吾 文藝春秋

933.7 パーカー・パインの事件簿 アガサ・クリスティ 東京創元社

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　琥珀の夏

2位　もういちど

3位　星落ちて、なお

請求記号 書名 著者名 出版社

007 6さいからつかえるパソコン たにぐち まこと 技術評論社

031 しらべるちがいのずかん おかべ たかし 東京書籍

033 モノのできかた図鑑 スティーブン・ビースティー あすなろ書房

291 新・日本のすがた　8　自然・防災・都市・産業 帝国書院編集部 帝国書院

291 新・日本のすがた　9　資料編・総索引 帝国書院編集部 帝国書院

291 クイズとことん都道府県　1 由井薗 健 理論社

291 クイズとことん都道府県　2 由井薗 健 理論社

291 クイズとことん都道府県　3 由井薗 健 理論社

304 知って話そうニュースの言葉 キッズトリビア倶楽部 えほんの杜

312 10歳から読める・わかるいちばんやさしい民主主義 五野井 郁夫 東京書店

319 絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう?　 川崎 哲 旬報社

337 夢のねだん図鑑 ライブ カンゼン

361 見た目が気になる 河出書房新社 河出書房新社

366 SDGsでわかる今ない仕事図鑑ハイパー 澤井 智毅 講談社

383 ドラえもん探究ワールド衣服と制服のひみつ 藤子・F・不二雄 小学館

383 ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木 絵美留 技術評論社

385 るるぶあそんでおぼえるおでかけマナー　ご近所編 しみず だいすけ JTBパブリッシング

385 るるぶあそんでおぼえるおでかけマナー　週末編 しみず だいすけ JTBパブリッシング

388 世界のことわざ 時田 昌瑞 ナツメ社

407 実験対決　38 洪 鐘賢 朝日新聞出版

440 宇宙への扉をあけよう ルーシー・ホーキング 岩崎書店

児童書



451 雲と雨の大研究 荒木 健太郎 PHP研究所

470 植物のサイエンス 藤子・F・不二雄 小学館

470 ヤバすぎ!!!有毒植物・危険植物図鑑 保谷 彰彦 あかね書房

483 ゆるゆるクラゲ・プランクトン図鑑 和音 学研プラス

504 ドラえもん科学ワールド未来をつくる生き物 藤子・F・不二雄 小学館

518 ごみについて調べよう　3 岡山 朋子 あかね書房

540 無駄なマシーンを発明しよう! 藤原 麻里菜 技術評論社

657 きのこのこのこふしぎのこ ひさかたチャイルド

709 キッズペディア世界遺産 小学館

778 オール仮面ライダーまるごと大図鑑 講談社

780 ジュニア選手のための夢をかなえる「スポーツノート」活用術 佐藤 雅幸 メイツユニバーサルコンテンツ

783 小学生のためのバレーボールがうまくなる本 山野辺 善一 メイツユニバーサルコンテンツ

786 無人島の迷路 香川 元太郎 PHP研究所

787 親子で「海釣り」徹底サポートBOOK 山口 充 メイツユニバーサルコンテンツ

809 10歳からの伝える力 齋藤 孝 フォレスト出版

908 ディズニーわるものたちのひみつのおはなし 講談社 講談社

932 マクベス ウィリアム・シェイクスピア 静山社

933シ ねこと王さま　2 ニック・シャラット 徳間書店

933ハ まほうのレシピ　2 シンディ・キャラハン 竹書房

933ハ ネコ魔女見習いミルク　5 ポーラ・ハリソン 小学館

F 5秒後に意外な結末 桃戸 ハル 学研プラス

Fア めしつかい猫と運命の宝石 あんびる やすこ 講談社

Fイ カイとティム影の国のぼうけん 石井 睦美 アリス館

Fオ ふしぎ文房具店の八雲さん 小川 彗 集英社

Fカ おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん 角野 栄子 ポプラ社

Fカ かえってきたネッシーのおむこさん 角野 栄子 金の星社

Fク 小説となりのトトロ 久保 つぎこ スタジオジブリ

Fサ おまつりのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fサ かげろうのむこうで 斉藤 洋 偕成社

Fト ホオズキくんのオバケ事件簿　4 富安 陽子 ポプラ社

Fハ 都会のトム&ソーヤ　18 はやみね かおる 講談社

Fフ しゅくだいがっしょう 福田 岩緒 PHP研究所

Fム みんなのためいき図鑑 村上 しいこ 童心社

【予約のある児童書】

1位　どっちが強い!?クロヒョウvsマンドリル

2位　どっちが強い!?X　7

3位　かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり



請求記号 書名 著者名 出版社

Pイ オレじてんしゃ! 石井 聖岳 ほるぷ出版

Pウ どうぶつたちのあきのおたのしみって? デヴィッド・ウォーカー 岩崎書店

Pオ やまがみさまのきょだいべんとう 大串 ゆうじ 偕成社

Pカ 秋 かこ さとし 講談社

Pク こうじしてます こつこつこーん くにすえ たくし 視覚デザイン研究所

Pシ おつきさまのパンケーキ 真珠 まりこ ほるぷ出版

Pシ おべんとうバスのかくれんぼ 真珠 まりこ ひさかたチャイルド

Pセ うさぎちゃんつきへいく せな けいこ 金の星社

Pセ まーるいまーるい せな けいこ 金の星社

Pタ うちのねこ 高橋 和枝 アリス館

Pツ ぼくはほんやさんになる 塚本 やすし ニコモ

Pハ ねむたくないせんにん 服部 美法 佼成出版社

Pフ おつきみセブン ふくだ いわお 世界文化ワンダークリエイト

Pミ ふしぎなヒーローやさん みやにし たつや 金の星社

Pミ いっぱいさんせーい! 宮西 達也 フレーベル館

Pヤ アンパンマンとゆうれいせん やなせ たかし フレーベル館

Pヨ 宿題ファイター よしなが こうたく 好学社

Pロ クワガタのラファエル、あばれんぼうのひみ ロマン・トマ 講談社

★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


