
№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下 由多加∥著 ジャムハウス SNS
2 Apple Watch基本+健康管理 栗原 亮∥著 インプレス Apple Watch
3 パワポで描く!図とイラスト 澤崎 敏文∥著 技術評論社
4 Excel VBAをはじめるまえに絶対知っておきたい「マクロ」の本 大村 あつし∥著 技術評論社
5 どう使う?学校図書館と1人1台端末はじめの一歩 全国学校図書館協議会『どう使う?学校図書館と1人1台端末はじめの一歩』編集委員会∥編著 全国学校図書館協議会 学校図書館
6 図説本の歴史 樺山 紘一∥編 河出書房新社 書誌学
7 オッサンの壁 佐藤 千矢子∥著 講談社 新書・ジャーナリズム

8 絶滅へようこそ 稲垣 諭∥著 晶文社 哲学
9 生きる意味って何だ? 村上 祐介∥著 創元社 心理学

10 記憶はスキル 畔柳 圭佑∥著 クロスメディア・パブリッシング 記憶
11 つい他人と比べてしまうあなたが嫉妬心とうまく付き合う本 根本 裕幸∥著 学研プラス 感情
12 鉄道にまつわる怪異譚 寺井 広樹∥著 イカロス出版 心霊
13 20歳の自分に伝えたい知的生活のすゝめ 齋藤 孝∥著 SBクリエイティブ 新書・人生訓
14 あなたの強さは、あなたの弱さから生まれる 小澤 竹俊∥著 アスコム
15 生きベタさん 釈 徹宗∥著 講談社
16 漫画じわる哲学 森沢 明夫∥原作  文 家の光協会
17 いまさら聞けないキリスト教のおバカ質問 橋爪 大三郎∥著 文藝春秋 新書・キリスト教

18 速読日本史 金谷 俊一郎∥著 ワニブックス
19 一冊でわかる室町時代 大石 学∥監修 河出書房新社
20 同胞 ルータ  ヴァナガイテ∥著 東洋書店新社 世界史
21 孔明に訊け! 四葉 夕ト∥協力 講談社 伝記
22 寄り添う医療を貫いて 大里 祐一∥語り 秋田魁新報社 郷土・伝記
23 世界美しい聖地とパワースポットをめぐる旅 パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル 紀行
24 北海道キャンプ場ガイド　22-23 亜璃西社∥編 亜璃西社
25 るるぶ山形23 JTBパブリッシング

26 池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 池上 彰∥著 小学館
27 ロシア点描 小泉 悠∥著 PHP研究所
28 撤退論 内田 樹∥編著 晶文社
29 来たれ、新たな社会主義 トマ  ピケティ∥[著] みすず書房
30 ニッポンを蝕む全体主義 適菜 収∥[著] 祥伝社 新書・政治学
31 田中角栄がいま、首相だったら 田原 総一朗∥著 プレジデント社 政治史
32 日本がウクライナになる日 河東 哲夫∥著 CCCメディアハウス

33 ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部∥編 岩波書店
34 ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略 遠藤 誉∥著 PHP研究所 新書・国際問題

35 プーチン大恐慌 宮崎 正弘∥著 ビジネス社 国際経済
36 法律大百科事典 千葉 博∥著 翔泳社 法律
37 バカ勝ち!アイデア 杉森 秀則∥著 東洋経済新報社 経営政策
38 日本人の承認欲求 太田 肇∥著 新潮社 新書・人事管理

39 無敵のコミュ術 ひろゆき∥著 宝島社 コミュニケーション

40 UNIQUELY JAPAN ABBY DENSON∥著 チャールズ・イー・タトル出版 文化
41 私の老後私の年金 長尾 義弘∥著 河出書房新社 年金

42 これからの住まい 川崎 直宏∥著 岩波書店 新書・住宅
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
43 仕事に行ってきます 11 アパレルの仕事 埼玉福祉会出版部

44 仕事に行ってきます 12 ガパオづくりの仕事 埼玉福祉会出版部

45 老～い、どん!　2 樋口 恵子∥著 婦人之友社 シニア
46 ラジオ保健室 NHK「ラジオ保健室」制作班∥著 リトルモア 性教育
47 医者が教える非まじめ介護のすすめ 大塚 宣夫∥著 PHPエディターズ・グループ 介護
48 教育鼎談 内田 樹∥著 ミツイパブリッシング 教育
49 校則に言いたい! 日本共産党@校則問題プロジェクトチーム∥編 新日本出版社 校則
50 浪人回避大全 濱井 正吾∥著 日本能率協会マネジメントセンター

51 歯学部 橋口 佐紀子∥著 ぺりかん社
52 夢をつかむ力 松本 杏奈∥著 KADOKAWA
53 発達障害の子どもに自立力をつける本 高山 恵子∥監修 講談社 特別支援教育
54 子育て本ベストセラー100冊の「これスゴイ」を1冊にまとめた本 江口 祐子∥著 ワニブックス 子育て
55 魚毒植物 盛口 満∥著 南方新社 漁労
56 また、いつか。 内野 順子∥著 花乱社 葬送儀礼
57 日本怪異妖怪事典　東北 朝里 樹∥監修 笠間書院 妖怪
58 学校では教えてくれない超ディープな数学の教科書 難波 博之∥著 SBクリエイティブ 数学
59 超ひも理論 ニュートン編集部∥編著 ニュートンプレス 素粒子
60 学びなおし中学・高校の化学 ニュートンプレス 化学
61 気候危機がサクッとわかる本 森 朗∥監修 東京書籍 気候
62 海大図鑑 倉本 圭∥監修 ニュートンプレス 海
63 湖の科学 ワーウィック  ヴィンセント∥著 共立出版 湖
64 散歩がもっと楽しくなる四季の草花図鑑 多田 多恵子∥監修 宝島社 植物学
65 世にも珍奇な植物図鑑 エド  アイキン∥著 河出書房新社 植物誌
66 動物行動学者、モモンガに怒られる 小林 朋道∥著 山と溪谷社 動物学
67 怪虫ざんまい 小松 貴∥著 新潮社 虫
68 バットフィッシュ世界一のなぞカワくん バットフィッシャーアキコ∥著 さくら舎 魚
69 人類冬眠計画 砂川 玄志郎∥著 岩波書店 冬眠
70 秘伝!侍の養生術 宮下 宗三∥著 BABジャパン 健康法
71 読むヨガ 密山 礼巳∥著 小学館 ヨガ
72 図解すぐ眠れる!すごいツボ押し 中根 一∥著 ビジネス社 睡眠
73 あと20年!おだやかに元気に80歳に向かう方法 保坂 隆∥著 明日香出版社
74 手でかくとなぜいいか? 結城 俊也∥著 郵研社
75 命のクルーズ 高梨 ゆき子∥著 講談社 感染症対策
76 子どもの姿勢ピン!ポーズ 西村 猛∥著 主婦の友社 小児衛生
77 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男∥編著 笠間書院 科学
78 希望の教室 ジェーン  グドール∥著 海と月社 環境
79 夢をかなえる注文住宅　2022》2023 LIFULL 建築
80 EVシフトの危険な未来 藤村 俊夫∥著 日経BP 電気自動車
81 世界の珍兵器大全 ストロー=クーゲルスタイン∥著 KADOKAWA 兵器
82 大人時間を味わうたのしいスパイス絵本 武政 三男∥総監修 日本文芸社 スパイス
83 結局、老後2000万円問題ってどうなったんですか? 岩城 みずほ∥著 サンマーク出版 家庭経済
84 オシャレでゆったり私が輝くシニア服 ブティック社
85 お花のクロッシェバッグ 今村 曜子∥[著] アップルミンツ

86 刺しゅう糸で編むかぎ針編みフラワーアクセサリー大全集 アップルミンツ
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
87 一流シェフのレシピ大全 世界文化ブックス

88 賛否両論笠原将弘 常備菜大事典 笠原 将弘∥著 KADOKAWA
89 ごはん作りの絶望に寄り添うレシピ 本多 理恵子∥著 エムディエヌコーポレーション

90 えっ?これ全部ホットプレートで作っちゃったんですか? 米澤 文雄∥[著] EDITORS
91 昭和インテリアスタイル・ワンダー グラフィック社編集部∥編 グラフィック社 インテリア
92 マンガでわかる0～2歳児のおうちあそび 汐見 稔幸∥監修 東京書店 育児
93 知識ゼロからのコンテナ野菜栽培 吉田 健一∥著 幻冬舎 菜園
94 剪定「コツ」の教科書 木下 透∥著 講談社 剪定
95 まっすぐだけが生き方じゃない リズ  マーヴィン∥文 文響社 樹木
96 中野ブロードウェイ物語 長谷川 晶一∥著 亜紀書房 商店街
97 ジェフ・ベゾス ブラッド  ストーン∥著 日経BP 通信販売
98 高齢ドライバーの意識革命 松浦 常夫∥著 福村出版 交通安全
99 大垣夜行と快速「ムーンライト」のすべて 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人 鉄道史
100 怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫 渉∥著 KADOKAWA 駅員
101 交流まちづくり 国土総合研究機構観光まちづくり研究会∥編 学芸出版社 観光開発
102 葛飾北斎万物絵本大全 葛飾 北斎∥[画] 朝日新聞出版 日本画
103 梅さんと小梅さん ホンマ ジュンコ∥著 KADOKAWA コミック
104 やまなし 宮沢 賢治∥文 今人舎 大人向け絵本
105 世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島 真也∥著 技術評論社 動画制作
106 色の日めくり配色帖365 桜井 輝子∥著 SBクリエイティブ 配色
107 いんちきおもちゃ大図鑑　4 いんちき番長∥著 パブリブ 玩具
108 はじめてドレミを弾く人のためのやさしい独学ピアノ講座 自由現代社編集部∥編著 自由現代社(発売) ピアノ
109 K-POP bibimbap 桑畑 優香∥著 池田書店 K-POP
110 声優になるには 山本 健翔∥著 ぺりかん社 声優
111 「好奇心のかたまり」であり続ける黒柳徹子の言葉 桑原 晃弥∥著 リベラル社 演劇
112 お楽しみはこれからだ　PART4 和田 誠∥著 国書刊行会
113 町あかりの『男はつらいよ』全作品ガイド 町 あかり∥著 青土社
114 仮面ライダー大全  平成編下 講談社∥編 講談社 テレビ
115 ８ホールを２０で打つ 佐藤 清勇∥著 イズミヤ出版 郷土・スポーツ

116 ルポ大谷翔平 志村 朋哉∥著 朝日新聞出版
117 一軍監督の仕事 高津 臣吾∥著 光文社
118 MUSE ON ICE 伊藤 聡美∥著 G.B. フィギュアスケート

119 将棋のひみつ 羽生 善治∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 将棋
120 カナヘイの小動物ゆるっと♡おぼえる韓国語単語 カナヘイ∥イラスト Jリサーチ出版 韓国語
121 春夏秋冬 恋よこい 林 望∥著 春陽堂書店
122 折口信夫「まれびと」の発見 上野 誠∥著 幻冬舎
123 村上春樹クロニクル'　BOOK2 小山 鉄郎∥著 春陽堂書店
124 西村京太郎の推理世界 オール讀物∥責任編集 文藝春秋
125 『種蒔く人』の射程 「種蒔く人」顕彰会∥編 秋田魁新報社 郷土・日本文学

126 長田弘詩集 長田 弘∥著 角川春樹事務所 詩集
127 ラノベ古事記 小野寺 優∥[訳]著 KADOKAWA
128 ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒∥著 集英社
129 布武の果て 上田 秀人∥著 集英社
130 株式会社タイムカプセル社 喜多川 泰∥[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン
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湯沢図書館

料理



№ 資料名 著者名 出版社 参考
131 爆弾 呉 勝浩∥著 講談社
132 笙野頼子発禁小説集 笙野 頼子∥著 鳥影社
133 ハロー・グッドバイ 小路 幸也∥著 集英社
134 二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ∥著 祥伝社
135 小さき王たち　第1部 堂場 瞬一∥著 早川書房
136 咲かせて三升の團十郎 仁志 耕一郎∥著 新潮社
137 今、出来る、精一杯。 根本 宗子∥著 小学館
138 花散る里の病棟 帚木 蓬生∥著 新潮社
139 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾∥著 集英社
140 海蝶　2 吉川 英梨∥著 講談社
141 大人への手順 伊集院 静∥著 文藝春秋 エッセイ
142 蟲虫双紙 福井 栄一∥編  現代語訳 工作舎 作品集
143 あの図書館の彼女たち ジャネット  スケスリン  チャールズ∥著 東京創元社
144 ボンベイのシャーロック ネヴ  マーチ∥著 早川書房
145 鑑識レコード倶楽部 マグナス  ミルズ∥著 アルテスパブリッシング

146 あげる はらぺこめがね∥著 佼成出版社
147 あまやどりのホットケーキ 尾崎 潤∥作 教育画劇
148 あるあさ、ぼくは… マリー  ホール  エッツ∥さく 好学社
149 アンパンマンとたけとんぼまん やなせ たかし∥作  絵 フレーベル館
150 アリのかぞく 島田 拓∥ぶん 福音館書店
151 えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日 松岡 享子∥原案  文 福音館書店
152 おんぷちゃんとねこ とよた かずひこ∥作  絵 ひさかたチャイルド

153 おばけのジョージー ロバート  ブライト∥さく  え 福音館書店
154 男の子は強くなきゃだめ? ジェシカ  サンダーズ∥文 すばる舎
155 きょうりゅうバスでとしょかんへ リウ スーユエン∥文 世界文化ブックス

156 クジャクのジュン コバルトブルー∥作 文芸社
157 ことりのデパート 苅田 澄子∥文 世界文化ワンダークリエイト

158 サンサロようふく店 アン ゼソン∥作  絵 TOY Publishing

159 10ぴきのおばけとすすおばけ にしかわ おさむ∥作  絵 ひかりのくに
160 た 田島 征三∥作 佼成出版社
161 なきむしせいとく たじま ゆきひこ∥作 童心社
162 野ばらの村のふねのたび ジル  バークレム∥作  絵 出版ワークス
163 のせのせせーの! 斉藤 倫∥文 ブロンズ新社
164 のぞいてごらんおとぎのせかい 青山 邦彦∥作 フレーベル館
165 はるなつあきふゆのたからさがし 矢原 由布子∥作  絵 KTC中央出版
166 はるとスミレ eto∥[作] 偕成社
167 へやぼしズボンさん たごもり のりこ作 BL出版
168 ぼくらのサブウェイ・ベイビー ピーター  マキューリオ∥作 サウザンブックス社

169 みらいのえんそく ジョン  ヘア∥作 あすなろ書房
170 らんらんランドセル モリナガ ヨウ∥著 めくるむ
171 ライラックどおりのおひるごはん フェリシタ  サラ∥作 BL出版
172 ももちゃんのピアノ 柴田 昌平∥文 ポプラ社
173 キャラ絵で学ぶ!三国志図鑑 伊藤 賀一∥監修 すばる舎
174 「オードリー・タン」の誕生 石崎 洋司∥著 講談社 児童・伝記
175 調べるって、おもしろい!! 図書館振興財団∥監修 岩崎書店 児童・学習

海外小説

小説

児童・歴史

絵本

湯沢図書館



№ 資料名 著者名 出版社 参考
176 中学生のための東大生の勉強法カタログ 学研プラス 児童・学習
177 青春サプリ。この一瞬にすべてを 日比野 恭三∥文 ポプラ社 児童・部活動
178 もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎∥著 KADOKAWA 児童・気候
179 宝石のひみつ図鑑 諏訪 久子∥著 世界文化社 児童・宝石
180 はっこう 小川 忠博∥写真  文 あすなろ書房 児童・発酵
181 はじめての子どもパン教室 吉永 麻衣子∥著 主婦の友社 児童・料理
182 頭がよくなる!ちょいムズおりがみ 山田 勝久∥著 西東社 児童・折り紙
183 47都道府県の郷土玩具 1 日本玩具博物館∥監修 大月書店 児童・玩具
184 明日への勇気 星野 恭子∥執筆 あかね書房
185 自分らしさをつらぬく 星野 恭子∥執筆 あかね書房
186 小梅の七つのお祝いに 愛川 美也著 講談社
187 りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの ゆうこ∥作 講談社
188 目で見ることばで話をさせて アン  クレア  レゾット∥作 岩波書店 児童・海外読み物

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 パソコンで困ったときの大事典 ワン・パブリッシング パソコン
2 6匹の猫と住職 那須の長楽寺∥著 主婦の友社 お寺
3 世界少子化考 毎日新聞取材班∥著 毎日新聞出版 人口問題
4 2度目の会話が続きません 野口 敏∥著 サンクチュアリ出版 コミュニケーション

5 年金のしくみともらい方 22-23年版 小林労務∥著 ナツメ社 年金
6 もう振り回されるのはやめることにした Ryota∥著 SBクリエイティブ

7 1分でできる!自律神経を整えるセルフケア事典 前田 祐樹∥著 マイナビ出版
8 長生き食 小林 弘幸∥著 興陽館
9 フリーランスの生活をぶっちゃけてみました。 大塚 さやか∥著 内外出版社 個人事業

10 きれいに作れる帽子 赤峰 清香∥著 主婦と生活社
11 今日作って明日着る服 加藤 容子∥著 ブティック社
12 かぎ針編みの夏こもの ブティック社
13 おうちで絶品!ボリュームごはん 夏子∥著 主婦の友社
14 レンチン!ごほうびひとりごはん rina∥著 学研プラス
15 ラ・ロシェル工藤シェフのフライパンひとつでおうちフレンチ 工藤 敏之∥著 二見書房
16 みんな大好き肉おかずとごはん料理 おいしいのひみつ編集部∥編 高橋書店
17 簡単なのにウマすぎる!もりもり野菜レシピ かっちゃん∥著 毎日が発見
18 人生が変わる紙片づけ! 石阪 京子∥著 ダイヤモンド社 片づけ
19 宿根草で手間いらず一年中美しい小さな庭づくり 阿部 容子∥監修 西東社 園芸
20 いつか小さくても自分の店を持つことが夢だった 秋葉 弘道∥著 扶桑社 商業経営
21 カーサの猫村さん6 ほし よりこ∥著 マガジンハウス コミック
22 はじめての実用おりがみ 小林 一夫∥監修 朝日新聞出版 折り紙
23 加トちゃんといっしょ 加藤 綾菜∥著 双葉社 タレント
24 プロが教える親子キャンプ読本 長谷部 雅一∥著 メイツユニバーサルコンテンツ キャンプ
25 名探偵は誰だ 芦辺 拓∥著 光文社
26 さよならに反する現象 乙一∥著 KADOKAWA
27 ショートケーキ。 坂木 司∥著 文藝春秋
28 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立∥著 宝島社

小説

湯沢図書館

雄勝図書館

手芸

児童・スポーツ

健康法

児童・読み物

料理



№ 資料名 著者名 出版社 参考
29 羊毛フェルトの比重 高森 美由紀∥著 産業編集センター

30 泣き虫先生 ねじめ 正一∥著 新日本出版社
31 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾∥著 集英社
32 百年厨房 村崎 なぎこ∥著 小学館
33 宗歩の角行 谷津 矢車∥著 光文社
34 やめるな外科医 中山 祐次郎∥[著] 幻冬舎 文庫・小説
35 タダキ君、勉強してる? 伊集院 静∥著 集英社 エッセイ
36 きんいろのしか ジャラール  アーメド∥案 福音館書店
37 おとうさんのぼり くすのき しげのり∥作 学研プラス
38 ピンポーン!つぎとまります 五味 ヒロミ∥ぶん 交通新聞社
39 まねっこぴたっ!どうぶつ まつした さゆり∥ぶん ほるぷ出版
40 ちょっちょっちょきーん たあ先生∥作 サニーサイド
41 ぼくがおこるとおこること 塚本 やすし∥作  絵 冨山房インターナショナル

42 かわいいうさぎ 直見 芽以子∥作  絵 岩崎書店
43 だいすきのしるしなあにかな? 林 佳里∥絵  デザイン 永岡書店
44 いのちの水 八百板 洋子∥再話 福音館書店
45 ぺんたと小春のはじめての歳時記 有沢 ゆう希∥文 講談社 児童・歳時記
46 リメイク! あさだ りん∥作 フレーベル館
47 友だちの木 おおぎやなぎ ちか∥作 国土社
48 ようかいとりものちょう乙 大崎 悌造∥作 岩崎書店

49 コカチン 佐和 みずえ∥作 静山社

50 病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子∥著 講談社

№ 資料名 著者名 出版社 参考
51 少年法がよくわかる本 廣瀬 健二∥著 秀和システム 少年法
52 体が変わる!血流のしくみ 根来 秀行∥著 成美堂出版
53 もう無理、と思ったらやってみてモヤモヤ・クヨクヨを手放す科学的に証明された方法 堀田 秀吾∥著 小学館
54 身の丈暮らし。 宝島社 生活
55 ひまわりは恋の形 宇山 佳佑∥著 小学館
56 母子草の記憶 小杉 健治∥著 双葉社
57 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立∥著 宝島社
58 脱北航路 月村 了衛∥著 幻冬舎
59 60代、ひとりで前向きに生きる 寺田 理恵子∥著 さくら舎 エッセイ
60 ざんねんないきもの事典 ますます 今泉 忠明∥監修 高橋書店
61 ざんねんないきもの事典 やっぱり 今泉 忠明∥監修 高橋書店
62 まるみちゃんとうさぎくん 大前 粟生∥作 ポプラ社
63 ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋 玲子∥作 講談社
64 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 17 廣嶋 玲子∥作 偕成社

№ 資料名 著者名 出版社 参考
65 おなおしやのミケばあちゃん 尾崎 玄一郎∥作 偕成社
66 ねぼすけさん うえのよう∥さく 福音館書店

児童・動物

絵本

健康法

小説

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

絵本

児童・読み物

小説

雄勝図書館


