
分類番号 書名 著者名 出版社

007.1 顔認証の教科書 今岡 仁 プレジデント社

019.5 父母&保育園の先生おすすめのシリーズ絵本200冊 絵本ナビ 玄光社

159 ヤマザキマリの人生談義 ヤマザキ マリ 毎日新聞出版

175.9 願いを叶える全国の神社・お寺の絵馬 マイナビ出版

232 古代ローマ饗宴と格差の作法 祝田 秀全 G.B.

291.3 埼玉　[2021-2] 昭文社

291.9 るるぶ熊本阿蘇天草　'22 JTBパブリッシング

291.9 るるぶ鹿児島　'22 JTBパブリッシング

302.2 タリバン復権の真実 中田 考 ベストセラーズ

312.1 覚えておきたい総理の顔100 本間 康司 清水書院

327.1 弁護士になるには 飯島 一孝 ぺりかん社

327.1 行政書士になるには 三田 達治 ぺりかん社

345 節税の全ワザ 小林 義崇 きずな出版

345.5 巷でよく聞く相続・贈与のウソ?ホント!? あいわ税理士法人 税務研究会出版局

366 この働き方大丈夫? 中国新聞取材班 集広舎

367.6 人はなぜ、愛するわが子を虐待するのか 大岡 啓二 みらいパブリッシング

369 ヤングケアラー 毎日新聞取材班 毎日新聞出版

369.1 ケアマネジャーはらはら日記 岸山 真理子 三五館シンシャ

369.2 認知症の人は何を考えているのか? 渡辺 哲弘 講談社

379.9 天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのか? 真山 知幸 サンマーク出版

404 未来の科学者たちへ 大隅 良典 KADOKAWA

413.3 図解身近にあふれる「微分・積分」が3時間でわかる本 狭川 遙 明日香出版社

489.6 クジラのおなかに入ったら 松田 純佳 ナツメ社

498.3 おうちメンタルケア入門 ベスリクリニック 主婦の友社

498.6 コロナ戦記 山岡 淳一郎 岩波書店

521.8 日本の城語辞典 萩原 さちこ 誠文堂新光社

549.8 「半導体」のことが一冊でまるごとわかる 井上 伸雄 ベレ出版

594 minimofuu toyの子どもがよろこぶフェルトのごっこあそびとおままごと minimofuu toy 朝日新聞出版

596 どんなずぼらさんでも1週間の夜ごはんが作れる本 mako KADOKAWA

596 ポリ袋でレンチンおかず しらい のりこ 主婦の友社

673.3 いちばんわかりやすいネットショップの作り方 カラーミーショップby GMOペパボ 主婦の友社

686 近畿日本鉄道のすべて 「旅と鉄道」編集部 天夢人

686.5 鉄道旅のトラブル対処術 松本 典久 天夢人

699.6 声を上げる、声を届ける 澤田 大樹 亜紀書房

726.1 ピーナッツ大図鑑 サイモン・ビークロフト 河出書房新社
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一般書



778.7 アニメ業界で働く 小杉 眞紀 ぺりかん社

778.8 テレビドラマの間取り 立東舎 立東舎

780.7 トレーニングのプロが本気で考えた効果絶大自重筋トレ 今川 泰憲 コスミック出版

782.3 トラック走を極める!陸上競技中長距離 松井 一樹 メイツユニバーサルコンテンツ

796 観る将のための将棋ガイド 山口 絵美菜 法研

810.4 日本語はこわくない 飯間 浩明 PHP研究所

【予約の多い一般書】

1位　おかあさんライフ。　毎日一緒におさんぽ編

2位　老いの福袋

3位 「育ちがいい人」だけが知っていること

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 ひとり旅日和　3 秋川 滝美 KADOKAWA

913.6 日雇い浪人生活録　12 上田 秀人 角川春樹事務所

913.6 熔果 黒川 博行 新潮社

913.6 雪見酒 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 スーパーカブ　6 トネ・コーケン KADOKAWA

913.6 御坊日々 畠中 恵 朝日新聞出版

913.6 探偵少女アリサの事件簿　3 東川 篤哉 幻冬舎

913.6 星を掬う 町田 そのこ 中央公論新社

913.6 残照の頂 湊 かなえ 幻冬舎

914.6 にっこり、洋食 江國 香織 河出書房新社

933.7 炉辺荘のアン L.M.モンゴメリ 文藝春秋

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　透明な螺旋

2位　ミカエルの鼓動

3位　さよならも言えないうちに

請求記号 書名 著者名 出版社

R351 データでみる県勢　2022 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

R383.8 世界の食文化百科事典 野林 厚志 丸善出版

R403.6 理科年表　第95冊(令和4年) 国立天文台 丸善出版

R779.7 日本大道芸事典 光田 憲雄 岩田書院

文学、エッセイ、小説ほか

参考



請求記号 書名 著者名 出版社

031 はじまりはいつ?今につながるくらしと文化　文化 幸運社 汐文社

140 ドラえもん探究ワールド心の不思議 藤子・F・不二雄 小学館

150 どう解く? やまざき ひろし ポプラ社

209 世界の歴史　別巻1 イスラム世界　 小学館

209 世界の歴史　別巻2 イスラム世界 小学館

209 世界の歴史　別巻3 オスマン帝国　 小学館

209 世界の歴史　別巻4 オスマン帝国 小学館

210 はにわ 若狭 徹 スタジオタッククリエイティブ

289 北条義時 野間 与太郎 集英社

291 小学生のための日本地図帳 社会科地図研究会 メイツユニバーサルコンテンツ

316 平等ってなんだろう? 齋藤 純一 平凡社

333
ドラえもん探究ワールドspecialいっしょに考えよう!
17の目標SDGsでつくるわたしたちの未来

藤子・F・不二雄 小学館

369 つくって役立つ!防災工作 プラス・アーツ 学研プラス

407 実験対決　39 洪 鐘賢 朝日新聞出版

486 チョウのそだち方 福田 晴男 国土社

488 どっちが強い!?フクロウvsヤマアラシ スライウム KADOKAWA

493 なぜ?どうして?子どもと疑問に答える新型コロナウイルスハンドブック 岡田 晴恵 金の星社

500 くらしの中のきほんのしくみ しおうら しんたろう ポトス出版

538 宇宙のサバイバル　2 洪 在徹 朝日新聞出版

627 知りたいおぼえたい季節をめぐる花言葉 川崎 景介 汐文社

726 おしりダンディ ザ・ヤング　おばけやしきのなぞ! トロル 集英社

726 手塚治虫 国松 俊英 岩崎書店

754 おしりたんていププッとおりがみ いしばし なおこ ポプラ社

811 漢字が好きになる!! 笹原 宏之 小学館

933キ グレッグのダメ日記 はじめて、あじわえたよ ジェフ・キニー ポプラ社

933ケ チャーリーとフロッグ手話の町の図書館となぞのメッセージ カレン・ケイン 岩崎書店

933コ マジックウッズ戦記　4 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　4 下 クレシッダ・コーウェル 小峰書店

943 ねこのおひめさま グリム あかね書房

Fオ ぜったい絶命!恐竜ワールド 小川 彗 集英社

Fカ りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの ゆうこ 講談社

Fク マイブラザー 草野 たき ポプラ社

Fサ 虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井 とりお 河出書房新社

Fソ ぼくらの悪校長戦争 宗田 理 KADOKAWA

Fナ たんたのたんけん 中川 李枝子 学研プラス

Fヒ お天気屋と封印屋 廣嶋 玲子 静山社

児童書



請求記号 書名 著者名 出版社

Pイ クリスマスべんとう いりやま さとし 教育画劇

Pウ チャレンジミッケ!　11 ウォルター・ウィック 小学館

Pオ おいものもーさん 岡田 よしたか ブロンズ新社

Pク ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤 ノリコ 白泉社

Pク ふゆってどんなところなの? 工藤 ノリコ 学研プラス

Pサ <きもち>はなにをしているの? アレクサンドラ・ザヨンツ 河出書房新社

Pシ はっけよい!おせちばしょ 柴田 ケイコ くもん出版

Pシ パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田 ケイコ KADOKAWA

Pセ うさぎちゃんスキーへいく せな けいこ 金の星社

Pタ だれかのプレゼント 谷口 智則 文溪堂

Pチ やっぱりじゃない! チョー ヒカル フレーベル館

Pツ にじゅうおくこうねんのこどく 塚本 やすし 小学館

Pヒ ポケモンをさがせ!あたらしいぼうけん 姫野 よしかず 小学館

Pマ わたしのマントはぼうしつき 東 直子 岩崎書店

Pミ タコとイカはどうちがう? 峯水 亮 ポプラ社

【予約のある児童書】

1位　山火事のサバイバル　2

2位　ふしぎ駄菓子屋銭天堂　16

3位　どっちが強い!?もっと動物オリンピック編

紙芝居、絵本

★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。


