
№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 世界2.0 佐藤 航陽∥著 幻冬舎
2 メタバース進化論 バーチャル美少女ねむ∥著 技術評論社
3 Windows11 目指せ達人基本&活用術 川上 恭子∥著 マイナビ出版 OS
4 逆引き!Excel実務ワザ大全 日経PC21∥総力編集 日経BP Excel
5 非認知能力をはぐくむ絵本ガイド180 寺島 知春∥著 秀和システム 読書ガイド
6 何のために伝えるのか? 池上 彰∥著 KADOKAWA ジャーナリズム

7 「やらないこと」を決めるとほんとうの私が動きだす 有川 真由美∥著 秀和システム
8 老いを愛づる 中村 桂子∥著 中央公論新社
9 不動明王 渡辺 照宏∥著 吉川弘文館 仏像

10 世界史を変えた40の謎　上・中・下 ジャン=クリスティアン  プティフィス∥編 原書房
11 バトルマンガで歴史が超わかる本 茂木 誠∥著 飛鳥新社
12 くそじじいとくそばばあの日本史 大塚 ひかり∥著 ポプラ社 新書・日本史
13 縄文人も恋をする!? 山田 康弘∥著 ビジネス社
14 近世武家社会の研究 榎本 秀和∥著 戎光祥出版
15 ふるさと東京今昔散歩　特別編 生田 誠∥著 フォト・パブリッシング 地理
16 一九三九年誰も望まなかった戦争 フレデリック  テイラー∥著 白水社 戦争
17 海を生きる民 クリスティーナ  トンプソン∥著 エイアンドエフ ポリネシア人
18 四角六面 キューブとわたし エルノー  ルービック∥著 光文社 伝記
19 地球の果ての歩き方 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 海外旅行ガイド

20 「おくのほそ道」をたどる旅 下川 裕治∥著 平凡社 新書・紀行
21 日本で最も美しい村をつくる人たち 季刊日本で最も美しい村制作チーム∥著 エクサピーコ 紀行
22 新日本の絶景&秘境150 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版
23 秘境路線バスをゆくBEST　1 イカロス出版
24 るるぶ札幌23 JTBパブリッシング

25 るるぶ東北23 JTBパブリッシング

26 シリア沙漠のポートレート 渡部 光哉∥著【雄勝出身】 東京図書出版 郷土・海外文化

27 ようこそシベリア鉄道へ 二村 高史∥著 天夢人
28 台湾を知るための72章 赤松 美和子∥編著 明石書店
29 戦争・革命・テロの連鎖 川上 泰徳∥著 彩流社
30 教えて!タリバンのこと 内藤 正典∥著 ミシマ社
31 コロナ後の未来 ユヴァル  ノア  ハラリ∥[著] 文藝春秋 新書・社会
32 まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう オードリー  タン∥語り SBクリエイティブ

33 「新型コロナ」「EV・脱炭素」「SDGs」の大ウソ 武田 邦彦∥著 ビジネス社
34 頭のよさとは何か 中野 信子∥著 プレジデント社

35 ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください 西田 亮介∥著 日本実業出版社

36 こんな日本に誰がした! プチ鹿島∥著 文藝春秋
37 公務員が人事異動に悩んだら読む本 岡田 淳志∥著 学陽書房
38 「集落の教科書」のつくり方 田畑 昇悟∥著 農山漁村文化協会

39 印鑑の基礎知識 寺澤 正孝∥監修 きんざい 印鑑
40 すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新空き家をめぐる法律と税金 旭 祐樹∥監修 三修社 税金
41 ゼロからわかる知らないと損する行動経済学 ポーポー  ポロダクション∥著 日本文芸社 経済

42 知識ゼロからのSDGs入門 夫馬 賢治∥監修 幻冬舎 SDGs
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
43 場をつくる 広江 朋紀∥著 明日香出版社 経営
44 ひとめでわかるビジネスマナー 堀江 豊∥監修 成美堂出版 ビジネス
45 「コミュ障」のための社会学 岩本 茂樹∥著 中央公論新社 社会学
46 実家の空き家問題を解決する! 主婦の友社∥編 主婦の友社 空き家
47 すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新高年齢者雇用安定法をめぐる法律問題 森島 大吾∥監修 三修社 雇用
48 母親になって後悔してる オルナ  ドーナト∥著 新潮社
49 息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかなるって本当ですか? 畠中 雅子∥著 時事通信出版局

50 いざ!に備える遊びで防災体験BOOK 神谷 明宏∥著 いかだ社 防災
51 10年目の手記 瀬尾 夏美∥著 生きのびるブックス 震災
52 一斉休校 末冨 芳∥編著 明石書店 教育
53 大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 給付型奨学金研究会∥編 産学社 奨学金
54 ヒット曲&人気曲でかんたんリトミック 井上 明美∥編著 自由現代社(発売) リトミック
55 ジャパンファッションクロニクルインサイトガイド 日本服飾文化振興財団∥[編] 講談社エディトリアル 服飾史
56 史料でみる和菓子とくらし 今村 規子∥著 淡交社 飲食史
57 もしも科学大全 VAIENCE∥著 KADOKAWA 科学
58 怖くて眠れなくなる元素 左巻 健男∥著 PHPエディターズ・グループ 元素
59 宇宙の秘密を解き明かす24のスゴい数式 高水 裕一∥著 幻冬舎 新書・宇宙
60 気象学の教科書 稲津 將∥著 成山堂書店 気象学
61 稲妻と雷の図鑑 吉田 智∥編著 グラフィック社 雷
62 地震と火山と防災のはなし 楠城 一嘉∥編著 成山堂書店 地震
63 いきもの六法 中島 慶二∥監修 山と溪谷社 生き物
64 世界で一番美しい蝶図鑑 海野 和男∥著 誠文堂新光社 蝶
65 ダルマガエル 守山 拓弥∥編著 農山漁村文化協会 蛙
66 コロナワクチンが危険な理由 荒川 央∥著 花伝社 コロナワクチン

67 今だから知りたい新型コロナウイルス感染症治療薬 中西 貴之∥著 技術評論社
68 不安と情報過多から生まれる新型コロナ「W疲労」の対処法 久保 明∥著 晶文社
69 新人ナースあるあるの森 「ある森」委員会feat.Nバク&ヤンデル∥編 日本看護協会出版会 看護師
70 医師が教える最強の間食術 鈴木 幹啓∥著 アスコム 食事療法
71 土木技術者になるには 三上 美絵∥著 ぺりかん社 土木事業
72 みんなで考える脱炭素社会 松尾 博文∥著 日経BP日本経済新聞出版本部 環境
73 脱ペーパードライバー 森下 えみこ∥著  イラスト ナツメ社 運転
74 世界の美しい灯台 デイヴィッド  ロス∥[編]著 原書房 灯台
75 大人になったら、着たい服'　2022春夏 主婦と生活社
76 リセット!仕事服 松 はじめ∥著 技術評論社
77 くらしがしごと 早川 ユミ∥著 扶桑社
78 手放す練習 ミニマリストしぶ∥著 KADOKAWA
79 デッドスペースDIY 石井 麻紀子∥著 誠文堂新光社 DIY
80 柴田理恵のきもの好日 柴田 理恵∥著 平凡社
81 J‐style Kimono私のきもの練習帖 田中 敦子∥著 春陽堂書店
82 鎌倉おおはま つまみ虎の卷 大濱 幸恵∥著 KADOKAWA
83 もんぺおばさんの田舎料理帖 中井 あけみ∥著 能美舎
84 りえさんの365日のお漬け物 大島 りえ∥著 主婦の友社
85 元気が出る野菜炒め 牛尾 理恵∥著 主婦と生活社
86 キャンプで淹れるおいしい珈琲 小林 キユウ∥写真  文 誠文堂新光社
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
87 孫育てが楽しくなる楽観主義のすすめ 鈎 治雄∥著 第三文明社 子育て
88 中山間地域ハンドブック 佐藤 洋平∥監修 農山漁村文化協会

89 地域人材を育てる手法 中塚 雅也∥編著 農山漁村文化協会

90 ここまでわかった自然栽培 杉山 修一∥著 農山漁村文化協会 自然栽培
91 カラー図鑑果物の秘密 ジル  デイヴィーズ∥著 西村書店 果物
92 子どもと楽しむ雑草ブーケ&室内飾り へんみ ゆかり∥著 いかだ社 ブーケ
93 桑の文化誌 ピーター  コールズ∥著 原書房 桑
94 犬のいる暮らし 丸田 香緒里∥著 池田書店
95 保護猫の育て方 ハンナ  ショー∥著 エクスナレッジ

96 カワウが森を変える 亀田 佳代子∥著 京都大学学術出版会 森林保護
97 コールセンターもしもし日記 吉川 徹∥著 三五館シンシャ コールセンター

98 世界をゆるがしたアート スージー  ホッジ∥著 青幻舎インターナショナル アート
99 もふもふ・かわいいはじめての透明水彩 すずき あやえ∥著 KADOKAWA 水彩画
100 堀内誠一 絵の世界 堀内 誠一∥[画] 平凡社 挿絵
101 月と睫毛 凪∥著【湯沢出身】 芸術新聞社 郷土・挿絵
102 レジンで作る色彩美のアクセサリー ブティック社 レジン
103 エコクラフトで作るレーシー編みのかごバッグと雑貨 朝野 由美子∥著 ブティック社 エコクラフト
104 「アキラさん」は音楽を楽しむ天才 宮川 彬良∥著 NHK出版 音楽史
105 すぐ実践!!<スタイル別>かっこいいギターフレーズはこう作れ! 野村 大輔∥著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ギター
106 ザ・ソングライターズ 佐野 元春∥著 スイッチ・パブリッシング 歌謡曲
107 キミにもなれる!声優 東京アニメ  声優 & eスポーツ専門学校∥監修 つちや書店 声優
108 お楽しみはこれからだ　PART1/PART3 和田 誠∥著 国書刊行会 映画
109 バカのすすめ 林家 木久扇∥著 ダイヤモンド社
110 山田全自動と林家はな平の落語あるある 山田 全自動∥著 辰巳出版
111 厄介なオンナ 青木 さやか∥著 大和書房
112 毎日ザレゴト ナジャ  グランディーバ∥著 大和書房
113 女子バスケットボール東京2020への旅 小永吉 陽子∥編著 ベースボール・マガジン社 バスケットボール

114 入門山トレッキングサポートBOOK　2022 ネコ・パブリッシング トレッキング
115 VAN×LIFE　車でおでかけ！新スタイル JTBパブリッシング

116 るるぶゆるキャン JTBパブリッシング

117 自転車キャンプ大全 田村 浩∥著 技術評論社
118 ゼロから始める渓流釣り入門 コスミック出版 釣り
119 読むだけで強くなる武道家の金言 加来 耕三∥著 さくら舎 武道
120 茶と日本人 佃 一輝∥著 世界文化社 茶
121 石原慎太郎と日本の青春 文藝春秋 作家
122 短歌の時間 東 直子∥編著 春陽堂書店 短歌
123 夏井いつき、俳句を旅する 夏井 いつき∥著 悟空出版 俳句
124 ちいさな世界 せな けいこ∥詩  絵 ポプラ社 詩歌
125 ぼくらの心に灯ともるとき 青木 省三∥著 創元社
126 幸村を討て 今村 翔吾∥著 中央公論新社
127 時計屋探偵の冒険 大山 誠一郎∥著 実業之日本社
128 レジェンド18 神無月 紅∥著 KADOKAWA
129 チンギス紀13 北方 謙三∥著 集英社
130 眼球達磨式 澤 大知∥著 河出書房新社
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
131 朱色の化身 塩田 武士∥著 講談社
132 パンとサーカス 島田 雅彦∥著 講談社
133 世界が青くなったら 武田 綾乃∥著 文藝春秋
134 図書室のはこぶね 名取 佐和子∥著 実業之日本社
135 弊社は買収されました! 額賀 澪∥著 実業之日本社
136 八月の母 早見 和真∥著 KADOKAWA
137 菜の花の道　千成屋お吟2 藤原 緋沙子∥著 KADOKAWA
138 すべての恋が終わるとしても 冬野 夜空∥著 スターツ出版
139 花屋さんが言うことには 山本 幸久∥著 ポプラ社
140 夜の都 山吹 静吽∥著 KADOKAWA
141 戦をせんとや生まれけむ 若木 未生∥著 祥伝社
142 大人の流儀11 伊集院 静∥著 講談社
143 幸田文生きかた指南 幸田 文∥著 平凡社
144 あっという間 南 伸坊∥著 春陽堂書店
145 ハリー・ポッターと魔法の歴史 ブルームズベリー社∥編 静山社 海外小説
146 ありんこトロッコ おおい じゅんこ∥作 アリス館
147 いいいろふうせんや たなか しん∥著 早川書房
148 えくぼのかよちゃん 海老名 香葉子∥文 金の星社
149 カメレオンどろぼう・ドロン 苅田 澄子∥作 あかね書房
150 きせきの一本松 のはら あい∥文  絵 俵慶
151 恐竜バス いとう みちろう∥著 永岡書店
152 昆虫電車 いとう みちろう∥著 永岡書店
153 くさはらどん 松岡 達英∥さく 福音館書店
154 神社のえほん 羽尻 利門∥作 あすなろ書房
155 たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや みわ∥さく 学研教育みらい
156 だめだめ、デイジー ケス  グレイ∥文 小峰書店
157 ちゃんとたべなさい ケス  グレイ∥文 小峰書店
158 てのひらおんどけい 浜口 哲一∥ぶん 福音館書店
159 どんなおべんとう? いわき あやこ∥絵 小学館
160 ないしょないしょのももんちゃん とよた かずひこ∥さく  え 童心社
161 プリンちゃんのハロウィン なかがわ ちひろ∥ぶん 理論社
162 ほんとにほんと ケス  グレイ∥文 小峰書店
163 ぼくのねこ 鈴木 のりたけ∥作  絵 PHP研究所
164 MINECRAFTマインクラフトクリーパーをつかまえろ! 小学館
165 まりこの手/むーさんのパン mawu∥文 文芸社
166 桃太郎電鉄桃鉄をさがせ!! ささむら もえる∥絵 KADOKAWA
167 ゆきちゃんは、ぼくのともだち! 武田 美穂∥作  絵 童心社
168 わたしのかぞくみんなのかぞく サラ  オレアリー∥さく あかね書房
169 5秒で見破れ!全員ウソつき 田中 智章∥文 朝日新聞出版 児童・クイズ
170 お札になった21人の偉人なるほどヒストリー 河合 敦∥監修  著 あすなろ書房 児童・伝記
171 北条政子 加来 耕三∥企画  構成  監修 ポプラ社
172 緒方貞子 小手鞠 るい∥著 岩崎書店
173 守ろう!みんなの東北1～3 青木 健生∥原作 マイクロマガジン社 児童・日本文化

174 防災学習ガイドもしものときにそなえよう地震 国崎 信江∥監修 金の星社 児童・防災
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
175 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! 河出書房新社∥編 河出書房新社 児童・学習法
176 理系の職場1　科学捜査研究所のしごと こどもくらぶ∥編 同友館 児童・科学
177 世界一ひらめく!算数&数学の大図鑑 アンナ  ウェルトマン∥文 河出書房新社 児童・算数
178 ドラえもん探究ワールド身近にいっぱい!おどろきの化学 藤子  F  不二雄∥まんが 小学館 児童・化学
179 里山の生き物図鑑　所さんの目がテン！ 学研プラス
180 小さな生きものの春夏秋冬　1～6 池田 菜津美∥文  構成 ポプラ社
181 ドラえもん科学ワールドspecialみんなのための医学入門 藤子  F  不二雄∥まんが 小学館 児童・医学
182 目まもりドリル 平松 類∥著 ワニブックス 児童・視力
183 調べてわかる!日本の川3 佐久間 博∥編著 汐文社 児童・川
184 すがたをかえるたべものしゃしんえほん18 日本酒ができるまで 宮崎 祥子∥構成  文 岩崎書店 児童・加工食品

185 回転ずし・レジをつくろう いしかわ まりこ∥作 汐文社 児童・工作
186 歌あそび 伝承遊びを伝える会∥著 文溪堂 児童・遊び
187 信頼が生む力 大野 益弘∥監修 あかね書房
188 つらいときこそ笑顔で 大野 益弘∥監修 あかね書房
189 ボランティアたちの物語 日本財団ボランティアセンター∥監修 小峰書店
190 なわとび 伝承遊びを伝える会∥著 文溪堂
191 だいじょうぶくん 魚住 直子∥作 ポプラ社
192 香君　上・下 上橋 菜穂子∥著 文藝春秋
193 おてつだいおばけさん3 季巳 明代∥作 国土社
194 びっくり図書館 如月 かずさ∥作 小峰書店
195 2 in 1名門フライドチキン小学校魔女のテストでカバだらけ 田中 成和∥作 ポプラ社
196 タヌキの土居くん 富安 陽子∥作 福音館書店
197 マリーさんぽにいこっ とうや あや∥作 文研出版
198 都会のトム&ソーヤ19 はやみね かおる∥[著] 講談社
199 げたばこかいぎ 村上 しいこ∥作 PHP研究所
200 東京タワーに住む少年　 山口 理∥作 国土社
201 ぼくらは少年鑑定団！大発見！謎の縄文土器 くすのき しげのり∥さく 講談社
202 ユーチュー部！！〈衝撃＆笑劇〉 山田 明∥著 学研プラス
203 ユーチュー部！！　駅伝編 山田 明∥著 学研プラス
204 ユーチュー部！！　受験編 山田 明∥著 学研プラス
205 表参道高校合唱部1～3　 櫻井 剛∥脚本 学研プラス
206 仰げば尊し1～3　 いずみ 吉紘∥脚本 学研プラス
207 ゆけ！シンフロ部！ 堀口 泰生∥著 学研プラス
208 かあさんうさぎと金のくつ デュボース  ヘイワード∥作 徳間書店
209 ドリトル先生航海記 ヒュー  ロフティング∥著 竹書房
210 愛蔵版　絵のない絵本 ハンス  クリスチャン  アンデルセン∥作 岩波書店

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 今すぐ使えるかんたんノートパソコン 門脇 香奈子∥著 技術評論社 パソコン
2 今すぐ使えるかんたんPowerPoint 2021 技術評論社編集部∥著 技術評論社 PowerPoint
3 今すぐ使えるかんたんOutlook 2021 リブロワークス∥著 技術評論社 Outlook
4 英語で読む日本の歴史をつくった女性たち ロックリー トーマス∥著 東京書籍 歴史
5 徳川15代将軍解体新書 河合 敦∥著 ポプラ社 新書・日本史

児童・読み物

児童・生き物

児童・スポーツ

児童・海外読み物

湯沢図書館

雄勝図書館



№ 資料名 著者名 出版社 参考
6 挑戦　常識のブレーキをはずせ 山中 伸弥∥著 講談社 伝記
7 一度は泊まりたい超ユニークHOTEL JTBパブリッシング

8 東北23 昭文社
9 るるぶ岩手23 JTBパブリッシング

10 るるぶ仙台松島宮城23 JTBパブリッシング

11 福島23 昭文社
12 るるぶ東京23 JTBパブリッシング

13 るるぶ信州23 JTBパブリッシング

14 シリア沙漠のポートレート 渡部 光哉∥著【雄勝出身】 東京図書出版 郷土・海外文化

15 親ガチャという病 池田 清彦∥著 宝島社 新書・社会
16 佐藤優の地政学入門 佐藤 優∥監修 学研プラス 地政学
17 戦争と国際法を知らない日本人へ 小室 直樹∥著 徳間書店 戦争
18 厨房で見る夢 ビゼイ  ゲワリ∥著 Sophia University Press上智大学出版 移民
19 誤解されがちな言葉を好かれる表現に変える言いかえ事典200 磯部 らん∥著 秀和システム
20 イラストでわかる!最新ビジネスマナーの基本 北條 久美子∥監修 新星出版社
21 オネエ図鑑 2すとりーと∥著 主婦の友社 性
22 いじめ・自殺はなぜなくならないのか 児玉 勇二∥著 明石書店 いじめ
23 子どものスマホ問題はルール決めで解決します 石田 勝紀∥著 主婦の友社
24 頭がよくなる0歳音読はくしょん 山口 謠司∥絵  ことば さくら舎
25 陸上自衛隊ますらお日記 ぱやぱやくん∥著 KADOKAWA 自衛隊
26 素数 謎だらけで奥が深い神秘の数 ニュートン編集部∥編著 ニュートンプレス 素数
27 宇宙のはじまり ニュートン編集部∥編著 ニュートンプレス 宇宙
28 となりのハト 柴田 佳秀∥著 山と溪谷社 ハト
29 パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち∥著 朝日新聞出版 パンダ
30 しましまとみずたまでつくる小物 石川 ゆみ∥[著] 扶桑社
31 商用OK!これ作ったの?と言われる布こもの yasumin∥著 主婦と生活社
32 浅田真央 私のおうちごはん オレンジページ

33 JAL客室乗務員が教えるとっておきの店 日本航空∥編 JALブランドコミュニケーション

34 季節を味わう手仕事レシピ スズキ エミ∥著 主婦の友社
35 ともきーたの体すっきり!ちょっぱや超高速10分おかず ともきーた∥[著] 主婦の友社
36 ほぼ材料3つのごちそう献立 yuko∥著 KADOKAWA
37 悪魔のレシピTHE BEST ロー  タチバナ∥[著] EDITORS
38 ゆーママのあこがれ和食 松本 有美∥著 家の光協会
39 「パスタ世界一」がかなえる至福の家イタリアン 弓削 啓太∥著 主婦の友社
40 12か月が楽しい!子どもの季節あそび HoiClue∥編著 朝日新聞出版
41 理想の父にはなれないけれど じゃんぽ～る西∥著 KADOKAWA
42 本物の“別れさせ屋”活用法 樋渡 聖∥著 文芸社 探偵
43 コボちゃん傑作選 植田 まさし∥著 中央公論新社 コミック
44 しあわせの小径 葉 祥明∥著 日本標準 大人向け絵本
45 月と睫毛 凪∥著【湯沢出身】 芸術新聞社 郷土・挿絵
46 ディズニー折り紙50 いしばし なおこ∥著 ブティック社 折り紙
47 語れるようになるクラシックの名曲 山浦 文友香∥監修 成美堂出版 クラシック
48 バレエ♡ヴァリエーションPerfectブック 海野 敏∥文 新書館 バレエ
49 50歳を過ぎたら高田純次のように生きよう 高田 純次∥著 主婦の友社 タレント
50 苦しいときでも、一歩前へ! 高田 真希∥著 KADOKAWA バスケットボール

ビジネスマナー

教育

手芸

子育て

国内旅行ガイド

料理

雄勝図書館



№ 資料名 著者名 出版社 参考
51 証言落合博満 山本 昌∥ほか著 宝島社 野球
52 茶箱あそび、つれづれ ふくい ひろこ∥著 世界文化社 茶
53 消えた歌の風景　'PART1 内館 牧子∥著 清流出版 童謡

54 青い雪 麻加 朋∥著 光文社 小説

55 彼女が知らない隣人たち あさの あつこ∥著 KADOKAWA
56 コンクールシェフ! 五十嵐 貴久∥著 講談社
57 紙鑑定士の事件ファイル2 歌田 年∥著 宝島社
58 春のこわいもの 川上 未映子∥著 新潮社
59 おしゃべりな部屋 川村 元気∥著 中央公論新社
60 午前0時の身代金 京橋 史織∥著 新潮社
61 燕は戻ってこない 桐野 夏生∥著 集英社
62 無明　警視庁強行犯係・樋口顕 今野 敏∥著 幻冬舎
63 おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子∥著 講談社
64 人でなしの櫻 遠田 潤子∥著 講談社
65 鬼人幻燈抄9　大正編　終焉の夜 中西 モトオ∥著 双葉社
66 月の王 馳 星周∥著 KADOKAWA
67 団地のふたり 藤野 千夜∥著 U-NEXT
68 無月の譜 松浦 寿輝∥著 毎日新聞出版
69 シェア 真梨 幸子∥著 光文社
70 風の港 村山 早紀∥著 徳間書店
71 阿茶 村木 嵐∥著 幻冬舎
72 刑事弁護人 薬丸 岳∥著 新潮社
73 西日本鉄道殺人事件 西村 京太郎∥著 新潮社
74 ビブリア古書堂の事件手帖2-3 三上 延∥[著] KADOKAWA
75 猫に教わる 南木 佳士∥著 文藝春秋
76 人生の旅をゆく4 吉本 ばなな∥著 NHK出版
77 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子∥著 新潮社 手記
78 サクラ おくやま ひさし∥作 ほるぷ出版
79 くだもののずかん 大森 裕子∥作 白泉社
80 いるいる!みずべのいきもの 鎌田 歩∥さく 教育画劇
81 おうちりくじょうグランプリ 二宮 由紀子∥ぶん 文研出版
82 ドクターひっぱれのあっぱれしんさつ こうだ てつひろ∥作 絵本塾出版
83 まって!まって! 近藤 瞳∥[作] ポプラ社
84 のいちごつみ さとう わきこ∥さく  え 福音館書店
85 なまけていません。 大塚 健太∥作 パイインターナショナル

86 トムとジェリーをさがせ!いただきます!おいしい世界の料理 菅原 卓也∥絵 河出書房新社
87 出動せよ!世界の緊急車両図鑑 サイモン  タイラー∥作 あすなろ書房
88 スープとあめだま ブレイディみかこ∥作 岩崎書店
89 きみはすばらしい のぶみ∥作 東京ニュース通信社

90 そらいっぱいのこいのぼり 羽尻 利門∥作 世界文化ワンダークリエイト

91 ごめんねゆきのバス むらかみ さおり∥作 文溪堂
92 かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ シンスケ∥著 白泉社
93 世界史探偵コナン10　アラビアンナイトの真実 青山 剛昌∥原作 小学館
94 世界史探偵コナン11　マリーアントワネットの真実 青山 剛昌∥原作 小学館

雄勝図書館

絵本

文庫・小説

エッセイ

児童・世界史

小説



№ 資料名 著者名 出版社 参考
95 世界史探偵コナン12　月面着陸の真実 青山 剛昌∥原作 小学館 児童・世界史
96 『桃太郎電鉄』で学ぶ47都道府県地理・歴史攻略 学研プラス 児童・地理
97 ジュニア空想科学読本　17 柳田 理科雄∥著 汐文社 児童・科学
98 インコがおうちにやってきた! 海老沢 和荘∥監修 学研プラス 児童・ペット
99 おしりダンディ ザ・ヤング　ドラゴンへのみち！ トロル∥[原案  監修] 集英社 児童・コミック
100 すねこたんぱん　子供に贈る昔ばなし 秋田昔ばなし大学再話コース∥再話 小澤昔ばなし研究所 児童・郷土民話

101 ようこそ、市立第4魔法中学校へ! 藍藤 唯∥著 KADOKAWA
102 香君　上・下 上橋 菜穂子∥著 文藝春秋
103 モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉 幸子∥作 小峰書店
104 だいとかいのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社
105 まちのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社
106 浮遊館1 不思議のはじまり たかはし みか∥作 学研プラス
107 学校の怪談5分間の恐怖 午後4時15分にくる… 中村 まさみ∥作 金の星社
108 学校の怪談5分間の恐怖 わたしの髪をかえして… 中村 まさみ∥作 金の星社
109 学校の怪談5分間の恐怖 さむらいがいる家 中村 まさみ∥作 金の星社
110 学校の怪談5分間の恐怖 おがんではいけない 中村 まさみ∥作 金の星社
111 ギソク陸上部 山下 白∥原案 学研プラス
112 ミオととなりのマーメイド10 ミランダ  ジョーンズ∥作 ポプラ社
113 サムデイ デイヴィッド  レヴィサン∥作 小峰書店

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 複数人での会話がラクになる話し方 みやた さとし∥著 フォレスト出版 コミュニケーション

2 藤井恵のシニアのからだ元気レシピ 藤井 恵∥著 NHK出版 料理
3 大人が楽しむ多肉植物 ブティック社 多肉植物
4 高望の大刀 夜弦 雅也∥著 日経BP日本経済新聞出版本部

5 ピンク色なんかこわくない 伊藤 朱里∥著 新潮社
6 いえ 小野寺 史宜∥著 祥伝社
7 夏の体温 瀬尾 まいこ∥著 双葉社
8 獅子谷家の事情 棚小路 蔵人∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

9 ロング・アフタヌーン 葉真中 顕∥著 中央公論新社
10 古本食堂 原田 ひ香∥[著] 角川春樹事務所

11 ファズイーター 深町 秋生∥著 幻冬舎
12 明日のフリル 松澤 くれは∥著 光文社
13 はなちゃんのみそ汁　青春篇 安武 信吾∥著 文藝春秋 手記
14 まんがでわかる自宅学習の強化書 葉一∥著 フォレスト出版 児童・学習
15 どっちが強い!?X　11　恐竜軍団を止めろ！ エアーチーム∥まんが KADOKAWA 児童・科学

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 3かいなかしたろか くすのき しげのり∥さく 東洋館出版社
2 ぽん!　こどものとも0.1.2 村田 エミコ∥さく 福音館書店
3 保健室経由、かねやま本館。4 松素 めぐり∥著 講談社 児童・読み物

稲川カルチャーセンター

皆瀬生涯学習センター

児童・海外読み物

雄勝図書館

小説

絵本

児童・読み物


