
№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 60分でわかる!メタバース超入門 武井 勇樹∥著 技術評論社 ソーシャルメディア

2 10分で名著 古市 憲寿∥著 講談社 新書・書評
3 朝日新聞政治部 鮫島 浩∥著 講談社 新聞
4 悲嘆学入門 坂口 幸弘∥著 昭和堂 心理学
5 オカルト編集王 三上 丈晴∥著 学研プラス オカルト
6 脱!しあわせ迷子 堂原 有美∥著 いろは出版 倫理
7 ドキュメント「婚活」サバイバル 植草 美幸∥著 青春出版社 新書・婚活
8 もっと早く言ってよ。 一田 憲子∥著 扶桑社
9 心が強い人はみな、「支える言葉」をもっている 齋藤 孝∥著 アスコム

10 大惨事の人類史 ニーアル  ファーガソン∥著 東洋経済新報社 歴史
11 20歳の自分に教えたい現代史のきほん 池上 彰∥著 SBクリエイティブ 新書・現代史
12 再現イラストでよみがえる日本史の現場 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版 日本史
13 アウシュヴィッツのお針子 ルーシー  アドリントン∥著 河出書房新社 世界史
14 だから私はここにいる アンナ  ラッセル∥著 フィルムアート社

15 ピリカチカッポ　知里幸恵と『アイヌ神謡集』 石村 博子∥著 岩波書店
16 世界の絶景に行ってみた。 詩歩∥著 二見書房 紀行
17 全国キャンプ場ガイド　2022　東日本編 昭文社
18 おいしい道の駅ドライブ　2022 昭文社
19 るるぶ沖縄ベスト　23 JTBパブリッシング

20 未完の敗戦 山崎 雅弘∥著 集英社
21 フィンランドはなぜ「世界一幸せな国」になったのか 岩竹 美加子∥著 幻冬舎
22 それでも、世界はよくなっている ラシュミ  サーデシュパンデ∥著 亜紀書房
23 ただしさに殺されないために 御田寺 圭∥著 大和書房
24 プーチン政権の闇 林 克明∥著 高文研 政治
25 地図とデータで見るグローバリゼーションの世界ハンドブック ロラン  カルルエ∥著 原書房 国際
26 独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 池上 彰∥著 文藝春秋
27 ゼレンスキー勇気の言葉100 清水 克彦∥著 ワニブックス
28 世界の賢人12人が見たウクライナの未来プーチンの運命 クーリエ  ジャポン∥編 講談社 新書・国際問題

29 じつは裁判所ってこんな所なんです! 中村 圭一∥著 ごま書房新社 裁判所
30 SDGsとは何か? 続 安藤 顯∥著 三和書籍 経済協力
31 最新出産・育児・介護のための休業・休暇の法律手続きと実務書式 小島 彰∥監修 三修社
32 イーロン・マスクの面接試験 ウィリアム  パウンドストーン∥著 青土社
33 地頭を鍛えるビジネス教養会計力 川井 隆史∥著 ソシム 会計
34 人との距離を、整える 主婦と生活社 パーソナルコミュニケーション

35 あなたの年金 2022-2023年版 椎野 登貴子∥著 ブティック社 年金
36 18歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール 消費者教育支援センター∥監修 旬報社 消費者
37 仕事のカタログ　2023-24年版 自由国民社 仕事
38 地域でできる自殺予防 高橋 聡美∥著 日本医学出版 自殺防止
39 死刑になりたくて、他人を殺しました インベ カヲリ★∥著 イースト・プレス 殺人
40 あの日の風景 村上 保∥著 秋田魁新報社
41 江戸で部屋さがし 菊地 ひと美∥著  絵 講談社

42 失われゆく娯楽の図鑑 藤木TDC∥監修 グラフィック社 娯楽
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
43 日本水引 長浦 ちえ∥著 誠文堂新光社 贈答
44 桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持 よつば∥著 新日本出版社 民話
45 数学者図鑑 本丸 諒∥著 かんき出版 数学
46 無とは何か ニュートンプレス 物理学
47 地すべり地形の判読法 大八木 規夫∥著 近未来社 郷土・地形
48 こっそり楽しむうんこ化石の世界 土屋 健∥著 技術評論社 化石
49 ウソをつく生きものたち 森 由民∥著 緑書房 生きもの
50 なつのやまのとり piro piro piccolo∥著 山と溪谷社 鳥
51 日本クマ事件簿 三才ブックス 熊
52 逝きかた上手 石蔵 文信∥著 幻冬舎
53 医者に「やせなさい」と言われたら。 オレンジページ

54 住宅営業マンぺこぺこ日記 屋敷 康蔵∥著 三五館シンシャ

55 小さな平屋に暮らす 平凡社
56 好きな間取りが絶対見つかる図鑑 園内 せな∥著 エクスナレッジ

57 飛行機大図鑑 航空科学博物館∥監修 ニュートンプレス 飛行機
58 電子工作の基本を楽しむ本 神田 民太郎∥著 工学社 電子
59 図解でわかるカーボンニュートラル燃料 CN[2]燃料の普及を考える会∥編著 技術評論社 燃料
60 キリンを作った男 永井 隆∥著 プレジデント社 ビール
61 フランス流暮らしの知恵袋 宝島社
62 台湾の日々 青木 由香∥著 翔泳社
63 かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑 アップルミンツ 手芸
64 ゆる発酵 榎本 美沙∥[著] オレンジページ

65 ビストロ・バルの技アリスピード料理 旭屋出版編集部∥編 旭屋出版
66 はじめてのドライフード CAMMOC∥著 山と溪谷社
67 JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部∥監修 KADOKAWA
68 料理沖縄物語 古波蔵 保好∥[著] 講談社 文庫・料理
69 土を育てる ゲイブ  ブラウン∥著 NHK出版 土壌
70 農家が教える農家の土木 農文協∥編 農山漁村文化協会 農業構造物
71 八郎潟はなぜ干拓されたのか 谷口 吉光∥著 秋田魁新報社 郷土・開墾
72 うさぎのほんね 森山 標子∥絵 東京書店
73 とりのほんね 磯崎 哲也∥監修 東京書店
74 ニホンミツバチが日本の農業を救う 久志 冨士男∥著 高文研 養蜂
75 一芸を究めない 藤井 青銅∥著 春陽堂書店 放送番組
76 テレビの重罪 和田 秀樹∥著 宝島社 新書・放送番組

77 私を美術館に連れてって 壇蜜∥著 小学館 美術館
78 フェルメールとオランダ黄金時代 中野 京子∥著 文藝春秋 絵画
79 COJI COJI FAN BOOK さくら ももこ∥[作] ブルーシープ
80 東大×マンガ 東大カルペ  ディエム∥著 内外出版社
81 まあるいほしのはなし さかた きよこ∥[作] 888ブックス 大人向け絵本
82 Night on Earth アート  ウルフ∥著 日経ナショナルジオグラフィック社

83 幻想店舗録 清水 大輔∥著 パイインターナショナル

84 虫たちのつぶやき - 写真集 - 阿部 勇吉∥著 イズミヤ出版 郷土・写真集
85 世界を旅するポップアップカード 月本 せいじ∥[著] ブティック社 ペーパークラフト

86 エヴァンゲリオンの精神史 小野 俊太郎∥著 小鳥遊書房
87 シン・論 大塚 英志∥著 太田出版
88 人生は70代で決まる 綾小路 きみまろ∥著 幻冬舎 新書・漫談
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
89 パラグライダー&パラモーター入門 イカロス出版 空中スポーツ
90 山はおそろしい 羽根田 治∥著 幻冬舎 新書・登山
91 やりなおし世界文学 津村 記久子∥著 新潮社 世界文学
92 平安貴族サバイバル 木村 朗子∥著 笠間書院 日本文学
93 茨木のり子「言の葉」のいのり 河出書房新社 詩人
94 萩原朔太郎詩集 萩原 朔太郎∥著 角川春樹事務所

95 吉野弘詩集 吉野 弘∥著 角川春樹事務所

96 金子みすゞ詩集 金子 みすゞ∥著 角川春樹事務所

97 南蛮の絆 大村 友貴美∥著 双葉社
98 奇跡集 小野寺 史宜∥著 集英社
99 死神を祀る 大石 大∥著 双葉社
100 あきらめません! 垣谷 美雨∥著 講談社
101 ホワイトルーキーズ　2 佐竹 アキノリ∥[著] 主婦の友インフォス

102 沈みかけの船より、愛をこめて 乙一∥著 朝日新聞出版
103 AI法廷のハッカー弁護士 竹田 人造∥著 早川書房
104 雨滴は続く 西村 賢太∥著 文藝春秋
105 スパイコードW 福田 和代∥著 KADOKAWA
106 夢をかなえるゾウ　0 水野 敬也∥著 文響社
107 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子∥著 KADOKAWA
108 全力でアナウンサーしています。 吉川 圭三∥著 文藝春秋
109 風に訊け 佐伯 泰英∥著 文藝春秋
110 ミステリと言う勿れ　後編 田村 由美∥原作 小学館
111 沖縄。人、海、多面体のストーリー 森本 浩平∥編 集英社
112 水曜日は働かない 宇野 常寛∥著 ホーム社
113 おいしい沖縄 池上 永一∥[ほか]著 河出書房新社
114 とあるひととき 三浦 しをん∥著 平凡社
115 リリアンと燃える双子の終わらない夏 ケヴィン  ウィルソン∥著 集英社
116 夜の少年 ローラン  プティマンジャン∥著 早川書房
117 ロシア文学からの旅 中村 唯史∥編著 ミネルヴァ書房 ロシア文学
118 ウクライナの大作家ミハイル・ブルガーコフ作品集 ミハイル  ブルガーコフ∥[著] 文化科学高等研究院出版局 新書・ロシア作品集

119 にらめっこしましょ むっしっし よこた いくこ∥ぶん 金木犀舎
120 あるひくじらがやってきた ニック  ブランド∥作 小学館
121 あつまれ!わくわくパンまつり のし さやか∥作  絵 ひさかたチャイルド

122 うみでなんでやねん 鈴木 翼∥文 世界文化ワンダークリエイト

123 おならおうこく 丸山 誠司∥作  絵 ひさかたチャイルド

124 おふろのなかのジャングルたんけん まつおか たつひで∥作  絵 童心社
125 おすしやさんにいらっしゃい! おかだ だいすけ∥文 岩崎書店
126 おしりだあれ? 講談社
127 くみたて 田中 達也∥作 福音館書店
128 ことばコレクター ピーター  レイノルズ∥作 ほるぷ出版
129 さかなくん しおたに まみこ∥著 偕成社
130 しま マルク  ヤンセン∥さく 福音館書店
131 戦争をやめた人たち 鈴木 まもる∥文  絵 あすなろ書房
132 戦争が町にやってくる ロマナ  ロマニーシン∥作 ブロンズ新社
133 たなばたパーティーきらきらきらきら すとう あさえ∥文 ほるぷ出版
134 つきをなくしたクマくん 谷口 智則∥著 文溪堂
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
135 世界の市場 マリヤ  バーハレワ∥文 河出書房新社
136 ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン  アーヴェリス∥ぶん 評論社
137 111本の木 リナ  シン∥文 光村教育図書
138 ひみつのさくせん ニコロ  カロッツィ∥さく 化学同人
139 光にむかって　サーロ節子ノーベル平和賞のスピーチ サーロー節子∥[述] 汐文社
140 ピヤキのママ ペク ヒナ∥作 ブロンズ新社
141 ふしぎなかさやさん たなか 鮎子∥作 講談社
142 へんしん 桃山 鈴子∥作 福音館書店
143 ゆかしたのワニ ねじめ 正一∥文 福音館書店
144 江戸日本ねこづくし 吉田 愛∥[作] 講談社
145 ピクチャーペディア スミソニアン協会∥監修 河出書房新社 児童・図鑑
146 ウルトラマンと学ぶ宇宙と生命体 高水 裕一∥著 講談社
147 ブラックホールってなんだろう? 嶺重 慎∥文 福音館書店
148 星座と神話大じてん 永田 美絵∥著 成美堂出版 児童・星座
149 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
150 ひらめき!英語迷言教室 右田 邦雄∥著 岩波書店 児童・英語
151 作家たちの17歳 千葉 俊二∥著 岩波書店 児童・作家
152 海をわたる動物園 いちかわ けいこ∥作 アリス館
153 風の神送れよ 熊谷 千世子∥作 小峰書店
154 浮遊館1　不思議のはじまり たかはし みか∥作 学研プラス
155 はりねずみのノート屋さん ななもり さちこ∥作 福音館書店
156 あそび室の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社
157 恋愛問題は止まらない 吉野 万理子∥作 小学館
158 ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング∥作 徳間書店 児童・海外読み物

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 92歳総務課長の教え 玉置 泰子∥著 ダイヤモンド社 人生訓
2 御朱印でめぐる全国のお寺 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 お寺
3 最新最強の履歴書・職務経歴書　24年版 矢島 雅己∥監修 成美堂出版 就職
4 ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子∥著 筑摩書房 新書・福祉
5 もらえる!借りる!奨学金の完全活用ガイド　2022 久米 忠史∥著 合同出版 教育
6 進化のたまもの!どうぶつのタマタマ学 丸山 貴史∥著 緑書房 動物
7 かんたん識別!身近なチョウ 森地 重博∥著 文一総合出版 昆虫
8 更年期、私のトリセツ 対馬 ルリ子∥監修 つちや書店 医学
9 カーブスの健康たんぱく質ごはん カーブス∥企画監修 扶桑社

10 野菜の栄養と食べ方まるわかりBOOK 牧野 直子∥[著] ワン・パブリッシング

11 自分を休ませる家事 満月∥著 KADOKAWA
12 丁寧じゃない暮らし日記 もも子∥著 KADOKAWA
13 その着物、どうする? 星 わにこ∥著 河出書房新社 着物
14 あそべる!まなべる!フェルトのおままごとと知育おもちゃ アップルミンツ

15 ビーズと糸で描くCotohaの動物刺繡ブローチ 小川 千絵∥著 河出書房新社
16 志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ タサン志麻∥著 マガジンハウス

17 やせウマずぼら飯極 だれウマ∥著 扶桑社
18 冷凍王子の冷凍大全 西川 剛史∥著 サンマーク出版

19 究極ずぼらおかず にじまま∥著 KADOKAWA
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
20 桃屋のかんたんレシピ 桃屋∥著 永岡書店
21 スピード完成!野菜の大量消費おかず342 食のスタジオ∥編 西東社
22 今日もお稽古日和 はな∥著 淡交社 茶道
23 消えた歌の風景　PART2 内館 牧子∥著 清流出版 童謡
24 入れ子細工の夜 阿津川 辰海∥著 光文社
25 くるまの娘 宇佐見 りん∥著 河出書房新社
26 猫弁と幽霊屋敷 大山 淳子∥著 講談社
27 石礫 今野 敏∥著 光文社
28 よろずを引くもの 西條 奈加∥著 東京創元社
29 奇跡のミシン 清水 有生∥著 双葉社
30 任俠ショコラティエ 新堂 冬樹∥著 双葉社
31 競争の番人 新川 帆立∥著 講談社
32 子宝船 宮部 みゆき∥著 PHP研究所
33 忍者に結婚は難しい 横関 大∥著 講談社
34 高く翔べ 吉川 永青∥著 中央公論新社
35 今日は、これをしました 群 ようこ∥著 集英社 エッセイ
36 おふろがでまーす accototo∥作 KADOKAWA
37 かえってこれない、まほうのでんしゃ なごみ のりこ∥作 文芸社
38 すいかごろごろ すとう あさえ∥ぶん ほるぷ出版
39 おにぎりおにぎり 長野 ヒデ子∥作 おむすび舎
40 スタコラサッサ 花山 かずみ∥作 こぐま社
41 ペネロペ ママがだーいすき アン  グットマン∥ぶん 岩崎書店
42 まよなかのバスてい 古内 ヨシ∥さく 大日本図書
43 たんじょうびはいのちのひ あさやま あきひこ∥文 文芸社
44 あるくとはしる わたなべ はな∥作 文芸社
45 ゆるゆる怪鳥図鑑 かげ∥まんが 学研プラス 児童・鳥
46 ワクワク!かわいい!自由工作大じてん 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 児童・工作
47 一撃をねらえ! あさだ りん∥作 金の星社
48 きりんのまいにち 二宮 由紀子∥作 光村図書出版
49 十年屋6　見習いのお時間です 廣嶋 玲子∥作 静山社

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 70歳が老化の分かれ道 和田 秀樹∥著 詩想社 人生訓
2 鎌倉幕府と北条義時見るだけノート 小和田 哲男∥監修 宝島社 歴史
3 20歳の自分に教えたいお金のきほん 池上 彰∥著 SBクリエイティブ お金
4 天下を買った女 伊東 潤∥著 KADOKAWA
5 夏鳥たちのとまり木 奥田 亜希子∥著 双葉社
6 ひゅるるの仕事さがし 小平 侑子∥著 文芸社
7 奇跡のミシン 清水 有生∥著 双葉社
8 棘の家 中山 七里∥著 KADOKAWA
9 一心同体だった 山内 マリコ∥著 光文社

10 十三階の仇 吉川 英梨∥著 双葉社
11 カワイイの呪いにかかりまして それゆけちゃん∥著 KADOKAWA 手記
12 12歳までに知っておきたい語彙力図鑑 齋藤 孝∥著 日本能率協会マネジメントセンター 児童・言語
13 わたしの気になるあの子 朝比奈 蓉子∥作 ポプラ社 児童・読み物

稲川カルチャーセンター

絵本

料理

児童・読み物

雄勝図書館

小説

小説



№ 資料名 著者名 出版社 参考
14 そらのことばが降ってくる 高柳 克弘∥作 ポプラ社
15 ハッピー・クローバー! 高田 由紀子∥作 あかね書房
16 マグノリアの森 中川 なをみ∥作 あかね書房
17 生まれかわりのポオ 森 絵都∥作 金の星社
18 ひみつの地下図書館 アビー  ロングスタッフ∥作 ほるぷ出版 児童・海外読み物

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 車いすでも、車いすじゃなくても、僕は最高にかっこいい。 古澤 拓也∥著 小学館 バスケットボール

2 蛍と月の真ん中で 河邉 徹∥著 ポプラ社
3 宙ごはん 町田 そのこ∥著 小学館
4 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 児童・生き物
5 キャベたまたんていなぞのゆうかいじけん 三田村  信行∥編集 金の星社
6 キャベたまたんていミステリーれっしゃをおえ! 三田村 信行∥作 金の星社
7 十年屋6　見習いのお時間です 廣嶋 玲子∥作 静山社

児童・読み物

児童・読み物

小説

稲川カルチャーセンター

皆瀬生涯学習センター


