
№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 iPhone芸人かじがや卓哉のスゴいiPhone 13 かじがや 卓哉∥著 インプレス iPhone
2 図書館の原則 アメリカ図書館協会知的自由部∥編纂 日本図書館協会

3 現代日本図書館年表1945～2020 奥泉 和久∥編 日本図書館協会

4 公共図書館の選書業務における選書ツールの研究 木下 朋美∥著 樹村房
5 情報サービス演習 原田 智子∥編著 樹村房
6 名著の話 伊集院 光∥著 KADOKAWA
7 <自分>を知りたい君たちへ 養老 孟司∥著 毎日新聞出版
8 気持ちが楽になる幸せ占い ムーン  リー∥著 主婦の友社 占い
9 半径3メートルの倫理 オギリマ サホ∥著 産業編集センター 倫理

10 金峯山寺の365日 五條 永教∥著 西日本出版社 仏教
11 図説世界の水中遺跡 木村 淳∥編著 グラフィック社 遺跡
12 地域歴史文化継承ガイドブック 天野 真志∥編 文学通信
13 戊辰戦争と草莽の志士 高木 俊輔∥著 吉川弘文館
14 中世奥羽の世界 小林 清治∥編 吉川弘文館
15 古代中国の日常生活 荘 奕傑∥著 原書房
16 エジプトの女王 カーラ  クーニー∥著 日経ナショナルジオグラフィック社

17 当世好き嫌い人物事典 佐高 信∥著 旬報社
18 日本の偉人100人+50人 寺子屋モデル∥編著 致知出版社
19 名言名句で読む日本人の歴史 名言名句探究会∥編 さくら舎
20 地球の歩き方ムー 地球の歩き方 海外旅行ガイド

21 クルマでふらりと道の駅 浅井 佑一∥著 雷鳥社
22 るるぶ岩手23 JTBパブリッシング

23 台湾客家スケッチブック 小池 アミイゴ∥絵と文 KADOKAWA
24 日本人とエベレスト 山と溪谷社∥編 山と溪谷社
25 ジョージア旅暮らし20景 ERIKO∥著 東海教育研究所
26 日本でわたしも考えた パーラヴィ  アイヤール∥著 白水社 日本文化
27 「トランプ信者」潜入一年 横田 増生∥著 小学館 外国の政治
28 やさしくわかる!公務員のためのSNS活用の教科書 佐久間 智之∥著 学陽書房 公務員
29 死刑制度と刑罰理論 井田 良∥著 岩波書店 刑法
30 外交官になるには 飯島 一孝∥著 ぺりかん社 外交官
31 田中秀臣・森永康平のNippon学 田中 秀臣∥著 読書人 経済
32 未来をつくるSDGs 2022 CCCメディアハウス 経営
33 10分仕事術 滝岡 幸子∥著 同文舘出版
34 お仕事六法 横山 佳枝∥著 あさ出版
35 16歳の仕事塾 堀部 伸二∥著 中央経済社
36 給料はあなたの価値なのか ジェイク  ローゼンフェルド∥[著] みすず書房 労働
37 これからの時代を生きるあなたへ 上野 千鶴子∥著 主婦の友社 ジェンダー
38 ひとり老後楽生き事典 辻川 覚志∥著 水曜社 ライフスタイル

39 図解でわかる14歳からの自然災害と防災 社会応援ネットワーク∥著 太田出版 災害
40 逢える日まで 河北新報社編集局∥著 新曜社 東日本大震災
41 「使い捨てられる教師たち」の知られざる実態 佐藤 明彦∥著 時事通信出版局 教師

42 知っておきたい!韓国ごはんの常識 ルナ  キョン∥文 原書房 食文化
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
43 熊を撃つ 西野 嘉憲∥著 閑人堂 狩猟
44 八甲田雪中行軍120年目の真実 間山 元喜∥著 冨山房インターナショナル 外交
45 絶景の成り立ちを学ぶ 山口 耕生∥監修 世界文化社 地球科学
46 不思議可愛いダンゴウオと仲間たち 佐藤 長明∥写真  文 河出書房新社 ダンゴウウオ
47 知識ゼロでも楽しく読める!自律神経のしくみ 荒木 信夫∥監修 西東社 自律神経
48 ルポ自助2020- 石井 光太∥著 筑摩書房 新型コロナウィルス感染症

49 カップ一杯の魔法 しばた みか∥著 山と溪谷社 薬用
50 トコトンやさしい水道の本 高堂 彰二∥著 日刊工業新聞社 水道
51 やさしいネイチャーウォッチング 村上 宣雄∥著 サンライズ出版 自然保護
52 366日世界の名建築 磯 達雄∥監修 三才ブックス 建築
53 原発事故最悪のシナリオ 石原 大史∥著 NHK出版 原子力発電
54 トコトンやさしいサービスロボットの本 清水 祐一郎∥著 日刊工業新聞社 ロボット
55 半導体業界の製造工程とビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 エレクトロニクス市場研究会∥著 技術評論社 製造
56 鍛冶屋 炎の仕事人 田中 康弘∥著 山と溪谷社 鍛冶
57 家族が笑顔になる北欧流の暮らし方 桑原 さやか∥[著] オレンジページ 暮し
58 飾らない。 坂井 より子∥著 家の光協会 生活
59 ハギレのレシピ ブティック社 手芸
60 こころとからだにやさしい天然生活の料理入門 扶桑社
61 ロジカル電子レンジ調理 前田 量子∥著 主婦の友社
62 土井善晴 平凡社
63 91歳。一歩一歩、また一歩。必ず頂上に辿り着く 道場 六三郎∥著 KADOKAWA
64 野菜がおいしい!MOMOEのお弁当 MOMOE∥著 学研プラス お弁当
65 とっておきが作れる菓子工房ルスルスのおやつの本 新田 あゆ子∥著 ポプラ社 お菓子
66 タネとヒト 西川 芳昭∥編著 農山漁村文化協会 園芸
67 愛犬と楽しむキャンプ徹底サポートBOOK アウトテイル∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ

68 「困った行動」がなくなる犬のこころの処方箋 村田 香織∥著 青春出版社
69 私みたいな者に飼われて猫は幸せなんだろうか? 能町 みね子∥著 東京ニュース通信社

70 家ねこ大全285 藤井 康一∥著 KADOKAWA
71 虚構の森 田中 淳夫∥著 新泉社 林業
72 SDGsな野生動物のマネジメント 羽澄 俊裕∥著 地人書館 禁猟
73 非常識経営 加藤 鉱∥著 ビジネス社
74 小さなカフェのはじめ方 Business Train∥著 河出書房新社
75 75歳以上の免許更新が変わる!!! 高齢者安全運転支援研究会∥監修 JAFメディアワークス 免許
76 ユウリさんの電車とバスででかけよう 読書工房∥編著 国土社 旅客
77 泣きたい夜の甘味処 中山 有香里∥著 KADOKAWA コミック
78 ターシャ・テューダーのイラスト図鑑 ターシャ  テューダー∥著 KADOKAWA イラスト
79 ボートみたいなパパのうで スタイン  エーリック  ルンデ∥作 英治出版 大人向け絵本
80 もっと知りたいアイヌの美術 山崎 幸治∥著 東京美術 工芸
81 シネマ・ライフハック しんのすけ∥著 KADOKAWA
82 お楽しみはこれからだ PART2 和田 誠∥著 国書刊行会
83 映画監督になる方法 曽根 剛∥著 言視舎
84 80's映画大解剖 三栄
85 映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ ストーリーブック 主婦と生活社
86 スーパー戦隊 東映株式会社∥監修 学研プラス テレビ
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
87 レミたんのポジティブ思考 土井 レミイ杏利∥著 日本文芸社 ハンドボール
88 火星でフライフィッシングをするつもり? 山田 美緒∥著 ふらい人書房 釣り
89 超図解レポート・論文術 石井 一成∥監修 日本文芸社 論文
90 これからはじめる韓国語入門 趙 義成∥著 NHK出版 韓国語
91 デカメロン・プロジェクト ニューヨーク  タイムズ  マガジン∥編 河出書房新社 小説集
92 本当は逢いたし 池田 澄子∥著 日経BP日本経済新聞出版本部

93 おウチde俳句くらぶ作品集 2021 夏井 いつき∥選句  鑑賞 朝日出版社
94 信長、鉄砲で君臨する 門井 慶喜∥著 祥伝社
95 ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井 慶喜∥著 講談社
96 ホワイトルーキーズ 佐竹 アキノリ∥[著] 主婦の友インフォス

97 趙雲伝 塚本 青史∥著 河出書房新社
98 コーリング・ユー 永原 皓∥著 集英社
99 天国からの宅配便 柊 サナカ∥著 双葉社
100 かくして彼女は宴で語る 宮内 悠介∥著 幻冬舎
101 センス・オブ・何だあ? 三宮 麻由子∥著 福音館書店
102 新種の老人とーやまの思考と暮らし 遠山 正道∥著 産業編集センター

103 りっぱな犬になる方法 きたやま ようこ∥作 理論社
104 レニーとマーゴで100歳 マリアンヌ  クローニン∥著 新潮社
105 殺人は自策で レックス  スタウト∥著 論創社
106 『ニューヨーク・タイムズ』のドナルド・キーン ドナルド  キーン∥著 中央公論新社
107 対テロ工作員になった私 トレイシー  ワルダー∥著 原書房
108 ぼくはただ、物語を書きたかった。 ラフィク  シャミ∥著 西村書店
109 帰れない村 三浦 英之∥著 集英社 新書・放射能汚染

110 世界に一軒だけのパン屋 野地 秩嘉∥著 小学館 新書・パン
111 捨て猫に拾われた僕 梅田 悟司∥著 日経BP日本経済新聞出版本部 文庫・ペット
112 心霊探偵八雲Short Stories 神永 学∥[著] KADOKAWA
113 ミステリと言う勿れ 前編 田村 由美∥原作 小学館
114 星月夜　上・下 伊集院 静∥著 埼玉福祉会
115 ことり　上・下 小川 洋子∥著 埼玉福祉会
116 かずら野　上・下 乙川 優三郎∥著 埼玉福祉会
117 あなたがいる場所　上・下 沢木 耕太郎∥著 埼玉福祉会
118 硝子の葦　上・下 桜木 紫乃∥著 埼玉福祉会
119 グレイ　上・下 堂場 瞬一∥著 埼玉福祉会
120 陽炎　上・下 新田 次郎∥著 埼玉福祉会
121 誉れの赤　上・下 吉川 永青∥著 埼玉福祉会
122 戊辰戦争と東北・道南 菊池 勇夫∥著 芙蓉書房出版 郷土・歴史
123 なぜ、いま思考力が必要なのか? 池上 彰∥[著] 講談社
124 裏切り者は顔に出る 清水 建二∥著 中央公論新社
125 親鸞と道元 平岡 聡∥著 新潮社 新書・宗教
126 お茶と権力 田中 仙堂∥著 文藝春秋
127 「関ケ原」の決算書 山本 博文∥著 新潮社
128 秋篠宮家と小室家 文藝春秋∥編 文藝春秋 新書・皇室
129 シングルマザー、その後 黒川 祥子∥著 集英社
130 子どもが心配 養老 孟司∥著 PHP研究所
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
131 数式図鑑 横山 明日希∥著 講談社 新書・数学
132 「廃炉」という幻想 吉野 実∥著 光文社 新書・電子力発電

133 秋 かこ さとし∥文  絵 講談社
134 あいうえあそびえほん 石津 ちひろ∥文 のら書店
135 あかちゃんとわらべうたであそびましょ! さいとう しのぶ∥構成  絵 のら書店
136 あおびょうたん あおき ひろえ∥作 理論社
137 あめかっぱ むらかみ さおり∥作 偕成社
138 あるひありのアントニオくん 石津 ちひろ∥ことば ポプラ社
139 いっすんぼうし 山下 明生∥文 あかね書房
140 いっしょにいてね ポリーヌ  ドゥラブロワ=アラール∥作 ポプラ社
141 うみといきる ふくい てる∥作 金の星社
142 うわばききょうだい 西田 征史∥さく ポプラ社
143 うらしまたろう 山下 明生∥文 あかね書房
144 絵本で知ろう二十四節気 秋 ふじもと みさと∥文 文研出版
145 絵本で知ろう二十四節気 夏 ふじもと みさと∥文 文研出版
146 絵本で知ろう二十四節気 冬 ふじもと みさと∥文 文研出版
147 おおきくなりたいこりすのもぐ 征矢 清∥ぶん 福音館書店
148 おばあちゃんもこどもです いもと ようこ∥作絵 金の星社
149 おうちりくじょうグランプリ 二宮 由紀子∥ぶん 文研出版
150 おつきさまひとつずつ 長野 ヒデ子∥作 童心社
151 オリンピックせんしゅになりたいな 城井 文∥作  絵 金の星社
152 おばあちゃんとことりと ベンジー  デイヴィス∥作 岩崎書店
153 かわねこやま ハトサブロー∥文 マイルスタッフ
154 かちかちやま 山下 明生∥文 あかね書房
155 かさじぞう 山下 明生∥文 あかね書房
156 かぶしきがいしゃくも 松屋 真由子∥作  絵 岩崎書店
157 かいちゅうでんとう みやこし あきこ∥さく 福音館書店
158 かげはどこ 木坂 涼∥ぶん 福音館書店
159 もぐらくんのねがいごと キム サングン∥作絵 岩崎書店
160 きらいきらい! 武田 美穂∥作  絵 童心社
161 キャベツちゃんのワンピース 東 直子∥作 あかね書房
162 クラクフのりゅう アンヴィル奈宝子∥文  絵 偕成社
163 げんこつやまのたぬきさん とよた かずひこ∥作 世界文化ワンダークリエイト

164 ここがわたしのねるところ レベッカ  ボンド∥文 福音館書店
165 こぐまのともだちはどこ? ペトル  ホラチェック∥作 あすなろ書房
166 ことわざしょうてんがい かんべ あやこ∥作 あかね書房
167 こぐまのカブおつかいへ 牛窪 良太∥さく ほるぷ出版
168 こくん 村中 李衣∥作 童心社
169 さるかにがっせん 山下 明生∥文 あかね書房
170 シェルパのポルパ 火星の山にのぼる 石川 直樹∥文 岩波書店
171 したきりすずめ 山下 明生∥文 あかね書房
172 スプーンとフライパン 新井 洋行∥著 佼成出版社
173 ステラとカモメとプラスチック ジョージナ  スティーブンス∥作 岩崎書店
174 せんろはつづくどこまでつづく　 鈴木 まもる∥文  絵 金の星社
175 ぜったいにあけちゃダメ? 　 ビル  コッター∥さく サンクチュアリ出版
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
176 たびするてんとうむし イザベル  シムレール∥文  絵 岩波書店
177 たいくつなにちようび MICAO∥さく  え 理論社
178 だって…　学校の巻 石津 ちひろ∥作 国土社
179 つるのおんがえし 山下 明生∥文 あかね書房
180 ティラノサウルスのはらぺこないちにち 竹下 文子∥文 偕成社
181 トスカのおくりもの マシュー  スタージス∥文 徳間書店
182 トリケラトプスのなんでもないいちにち 竹下 文子∥文 偕成社
183 どうしてなくの? フラン  ピンタデーラ∥文 偕成社
184 どうぶつABCえほん 安江 リエ∥文 のら書店
185 なかよしの犬はどこ? エミリー  サットン∥作  絵 徳間書店
186 なぞなぞアンデルセン 石津 ちひろ∥なぞなぞ 偕成社
187 日本の神話えほん1　あまのいわや ふしみ みさを∥文 岩崎書店
188 日本の神話えほん2　やまたのおろち ふしみ みさを∥文 岩崎書店
189 ねずみのよめいり 山下 明生∥文 あかね書房
190 ねこなんていなきゃよかった 村上 しいこ∥作 童心社
191 のいちごつみ　ばばばあちゃんのおはなし さとう わきこ∥さく  え 福音館書店
192 はなさかじいさん 山下 明生∥文 あかね書房
193 はるいちばん 青山 友美∥作 講談社
194 バレエはじめるの つがね ちかこ∥さく ほるぷ出版
195 ひろいひろいひろいせかいに ルイス  スロボドキン∥作 偕成社
196 ふねがきた! 笠野 裕一∥さく 福音館書店
197 ファイアー 長谷川 集平∥作 理論社
198 ふたごのかがみピカルとヒカラ 高山 なおみ∥作 あかね書房
199 「へてかへねかめ」おふろでね 宮川 ひろ∥作 童心社
200 ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおか たつひで∥作  絵 童心社
201 ぼくはケンちゃん はしもと えつよ∥[作] 偕成社
202 ポポときせつのおかしづくり ももろ∥作 あかね書房
203 めいわくなボール 牡丹 靖佳∥[作] 偕成社
204 ももたろう 山下 明生∥文 あかね書房
205 モルモットのちゃもとけだまーず なかや みわ∥さく 金の星社
206 やさいのおにたいじ つるた ようこ∥さく 福音館書店
207 やとのいえ 八尾 慶次∥作 偕成社
208 焼けあとのおにぎり うるしばら ともよし∥作 国土社
209 よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木 香歩∥作 理論社
210 ライオンごうのたび もりおか よしゆき∥さく あかね書房
211 ルラルさんのつりざお いとう ひろし∥作 ポプラ社
212 ふたりはしんゆう アーノルド  ローベル∥作 文化学園文化出版局

213 わたしたちのたねまき キャスリン  O.ガルブレイス∥作 のら書店
214 わらべうたであそびましょ! さいとう しのぶ∥編  絵 のら書店
215 わたしのペットはまんまるいし スティーブン W.マーティン∥作 ポプラ社
216 10代と考える「スマホ」 竹内 和雄∥著 岩波書店 児童・スマホ
217 みんなで図書館活動この本、おすすめします! 1 『この本、おすすめします!』編集委員会∥編著 汐文社 児童・図書館
218 もっと生きかたルールブック 齋藤 孝∥監修 日本図書センター

219 ほぐほぐマムアンちゃん ウィスット ポンニミット∥文  絵 岩崎書店
220 青春サプリ。自分らしくあるために 田中 夕子∥文 ポプラ社 クラブ活動

児童・人生訓

絵本

湯沢図書館



№ 資料名 著者名 出版社 参考
221 青春サプリ。好きだから負けたくない 青木 美帆∥文 ポプラ社 クラブ活動
222 しまふくろうの森 前川 貴行∥写真  文 あかね書房 児童・ふくろう

223 大接近!工場見学 1 高山 リョウ∥構成  文 岩崎書店
224 大接近!工場見学 3 高山 リョウ∥構成  文 岩崎書店
225 大接近!工場見学 5 高山 リョウ∥構成  文 岩崎書店
226 わら細工 生活用具としめ飾り 瀧本 広子∥編 農山漁村文化協会 児童・わら細工

227 すがたをかえるたべものしゃしんえほん16 宮崎 祥子∥構成  文 岩崎書店 児童・農産物製造

228 ドラえもん探究ワールド　イヌの不思議 藤子  F  不二雄∥まんが 小学館 児童・イヌ
229 ふしぎの森のふしぎ ヤン  パウル  スクッテン∥文 化学同人 児童・森林
230 ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう いしかわ まりこ∥作 汐文社 児童・工作
231 自分を信じて 大野 益弘∥監修 あかね書房 児童・スポーツ

232 どうぶつ四字熟語えほん 石井 聖岳∥作 のら書店 児童・四字熟語

233 お江戸子ども捕物帳 天沢 彰∥作 文研出版
234 お花のドレスのBプラン あんびる やすこ∥著 岩崎書店
235 カンフー&チキン 小嶋 陽太郎∥作 ポプラ社
236 世界は「 」で沈んでいく 櫻 いいよ∥著 PHP研究所
237 しかくいまち 戸森 しるこ∥作 理論社
238 レッツもよみます ひこ  田中∥さく 講談社
239 妖怪の子、育てます 1 廣嶋 玲子∥作 東京創元社
240 ゆうれい猫と魔女の呪い 廣嶋 玲子∥作 岩崎書店
241 えっ、ウソみたい? 日本児童文学者協会∥編 偕成社
242 君色パレット　SNSで繋がるあの人 如月 かずさ∥著 岩崎書店
243 君色パレット　いつも側にいるあの人 高田 由紀子∥著 岩崎書店

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 今すぐ使えるかんたん自作パソコン リンクアップ∥著 技術評論社 パソコン
2 できるゼロからはじめるiPad超入門 法林 岳之∥著 インプレス iPad
3 今すぐ使えるかんたんExcel 2021 技術評論社編集部∥著 技術評論社 Excel
4 今すぐ使えるかんたんWord 2021 技術評論社編集部∥著 技術評論社 Word
5 BIBLIOPHILIC BOOK BIBLIOPHILIC∥監修 DU BOOKS 書籍
6 にゃっぷる　2匹目 昭文社
7 仙台・松島 宮城　23 昭文社
8 鎌倉　23 昭文社
9 るるぶ長野善光寺 JTBパブリッシング

10 ロシアに週末トリップ!海辺の街ウラジオストクへ タムル絵美∥著 イカロス出版 海外旅行ガイド

11 日本の総理大臣大全 八幡 和郎∥著 プレジデント社 政治
12 知識ゼロでも、面白いようによ～くわかるいますぐスタートできるFX超入門 羊飼い∥著 KADOKAWA FX
13 DV後遺症に苦しむ母と子どもたち 林 美保子∥著 さくら舎 DV
14 告発と呼ばれるものの周辺で 小川 たまか∥著 亜紀書房 性犯罪
15 オオカミの知恵と愛 ジム  ダッチャー∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 オオカミ
16 卵子凍結完全ガイド 香川 則子∥監修 扶桑社 妊娠
17 ちょっとサウナ行ってきます 岩田 リョウコ∥著 いろは出版 サウナ

18 長生きショウガ新健康法大全 文響社 健康法

児童・工場

児童・読み物

国内旅行ガイド

雄勝図書館

湯沢図書館



№ 資料名 著者名 出版社 参考
19 里山のシイナのほぼ片づけ日記 里山のシイナ∥著 PHPエディターズ・グループ 片づけ
20 電車の顔図鑑　5 江口 明男∥著 天夢人 電車
21 レクサス星が丘の流儀 志賀内 泰弘∥著 PHP研究所 自動車
22 がんばりすぎない家事の時短図鑑 田中 ナオミ∥著 エクスナレッジ

23 60歳からのほどよい暮らし 石黒 智子∥著 PHPエディターズ・グループ

24 スカート&パンツの基本パターン集 野木 陽子∥著 日本ヴォーグ社

25 一生使えるミシンの基本 クライ  ムキ∥著 主婦の友社
26 ちりめんで作るかんたん、かわいい、つるし飾り 矢島 佳津美∥[著] ブティック社
27 縁起もののあみぐるみ 齊藤 郁子∥[著] ブティック社
28 結んでつくるマクラメの猫ハンモック エクスナレッジ

29 もっと!魔法のてぬきごはん てぬキッチン∥著 ワニブックス
30 バズる!オムライスレシピ オムライスのプロ∥著 KADOKAWA
31 日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ 安井ファーム∥著 KADOKAWA
32 新しい和の庭づくり 庭連∥監修 成美堂出版 庭園
33 深夜食堂　24 安倍 夜郎∥著 小学館 コミック
34 日本刀が見た日本史 「刀剣ファン」編集部∥著 天夢人 日本刀
35 ちいさい世界づくり Hanabira工房∥著 ワニブックス ジオラマ
36 さらばF1 HONDA 文藝春秋 F1
37 奔流の海 伊岡 瞬∥著 文藝春秋
38 砂嵐に星屑 一穂 ミチ∥著 幻冬舎
39 名探偵・浅見光彦全短編 内田 康夫∥著 光文社
40 余命10年 小坂 流加∥著 文芸社
41 誰かがこの町で 佐野 広実∥著 講談社
42 花咲小路二丁目の寫眞館 小路 幸也∥著 ポプラ社
43 ブラックボックス 砂川 文次∥著 講談社
44 0 堂場 瞬一∥著 河出書房新社
45 恋する検事はわきまえない 直島 翔∥著 小学館
46 ミシンと金魚 永井 みみ∥著 集英社
47 サンセット・サンライズ 楡 周平∥著 講談社
48 ホワイトカメリア MIYAMU∥作 講談社
49 54字の物語∞ 氏田 雄介∥編著 PHP研究所
50 犬棒日記　続 乃南 アサ∥著 双葉社 エッセイ
51 しゃばけごはん 畠中 恵∥著 新潮社 文庫・料理
52 あきない世傳金と銀　12 高田 郁∥著 角川春樹事務所

53 松山・道後十七文字の殺人 西村 京太郎∥著 中央公論新社
54 十津川警部猫と死体はタンゴ鉄道に乗って 西村 京太郎∥著 光文社
55 ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上 延∥[著] KADOKAWA
56 団十郎菓子　料理人季蔵捕物控42 和田 はつ子∥著 角川春樹事務所

57 まっぷる秋田 昭文社
58 るるぶ秋田　23 JTBパブリッシング

59 不思議の国ニッポン クーリエ  ジャポン∥編 講談社 新書・日本文化

60 少女漫画家「家」の履歴書 週刊文春∥編 文藝春秋 新書・漫画家
61 はらぺこあおむし【英語でも読める】 エリック カール∥さく 偕成社
62 さくら こが ようこ∥ぶん  え 大日本図書
63 ねこのラーメンやさん KORIRI∥さく  え 金の星社

生活

手芸

料理

小説

文庫・小説

郷土・国内旅行ガイド

絵本

雄勝図書館



№ 資料名 著者名 出版社 参考
64 ずんずんばたばたおるすばん ねじめ 正一∥文 福音館書店
65 こんとごん 織田 道代∥ぶん 福音館書店
66 でんせつのチョコレート みやにし たつや∥作絵 APeCa
67 あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ∥著 ポプラ社
68 もっと!ひらめき力がぐんぐん育つ!なぞなぞチャレンジ!スペシャル 嵩瀬 ひろし∥作 ナツメ社 児童・なぞなぞ

69 世界史探偵コナン8　古代都市ポンペイの真実 青山 剛昌∥原作 小学館
70 世界史探偵コナン9　マヤ文明の真実 青山 剛昌∥原作 小学館
71 「ふつう」って何?性はいろいろ 田代 美江子∥監修 金の星社 児童・性
72 牧野富太郎　植物の神様といわれた男 横山 充男∥著 くもん出版 児童・伝記
73 はじめてのおり紙ヒコーキ 戸田 拓夫∥著 いかだ社 児童・折り紙
74 アニメコミックもっと!まじめにふまじめかいけつゾロリ　4 ポプラ社 児童・コミック

75 クーちゃんとぎんがみちゃん 北川 佳奈∥作 岩崎書店
76 ねこの町の小学校 わくわくキャンプファイヤー 小手鞠 るい∥作 講談社
77 森のクリーニング店シラギクさん友だちになった日 高森 美由紀∥作 あかね書房
78 学校の怪談5分間の恐怖 臨死体験 中村 まさみ∥作 金の星社
79 彼の名はウォルター エミリー  ロッダ∥著 あすなろ書房 児童・海外読み物

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 かわいい我には旅をさせよ ソロ旅のすすめ 坂田 ミギー∥著 産業編集センター 紀行
2 頑張りすぎる人のための疲れない習慣 上符 正志∥総監修 家の光協会 健康法
3 パン&サンドイッチ 沼津 りえ∥著 永岡書店 料理
4 連鎖犯 生馬 直樹∥著 光文社
5 奔流の海 伊岡 瞬∥著 文藝春秋
6 水を光に変えた男 荻野 進介∥著 日経BP日本経済新聞出版本部

7 タラント 角田 光代∥著 中央公論新社
8 少女を埋める 桜庭 一樹∥著 文藝春秋
9 恋愛の発酵と腐敗について 錦見 映理子∥著 小学館

10 奇跡 林 真理子∥著 講談社
11 ディープフェイク 福田 和代∥著 PHP研究所
12 空にピース 藤岡 陽子∥著 幻冬舎
13 ニコデモ 藤谷 治∥著 小学館
14 桜風堂夢ものがたり 村山 早紀∥著 PHP研究所
15 今を生きるあなたへ 瀬戸内 寂聴∥著 SBクリエイティブ エッセイ

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 茶呑みめし 大原 千鶴∥著 文藝春秋 料理
2 Slam dunk　#20～#24 井上 雄彦∥著 集英社 コミック
3 だいじょうぶかないちねんせい くすのき しげのり∥作 ひかりのくに
4 もーん まつざき ひろうみ∥さく 文芸社
5 ムーミン谷のなかまたち トーベ  ヤンソン∥原案 徳間書店
6 せーのっ!にらめっこせかいたいかい 山本 コミチ∥文 文芸社

絵本

稲川カルチャーセンター

皆瀬生涯学習センター

児童・読み物

小説

雄勝図書館

絵本

児童・歴史


