
№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 ネット分断への処方箋 田中 辰雄∥著 勁草書房
2 完全図解セキュリティー対策 日経NETWORK∥編集 日経BP
3 大人気YouTuberがやさしく教えるPowerPoint超入門 金子 晃之∥著 日経BP ソフトウェア

4 読書会という幸福 向井 和美∥著 岩波書店 新書・読書
5 公立図書館における電子図書館サービスの現状 吉井 潤∥著 樹村房 図書館
6 部活動にうちこむ 中高生のためのブックガイド 佐藤 理絵∥監修 日外アソシエーツ ブックガイド

7 復活事典 21世紀「再ブレイク」モノ＆コトカトログ 造事務所∥編著 カンゼン
8 信じようと信じまいと R.L.リプレー∥文  絵 河出書房新社
9 東大生の考え型 永田 耕作∥著 日本能率協会マネジメントセンター 心理
10 あなたの願いをかなえる世界パワーフォト案内 広弥 翠穂∥著 合同フォレスト 心霊研究
11 日本で一番わかりやすい手相の本 田口 二州∥著 PHP研究所 占い
12 岡田斗司夫ゼミのサイコパス人生相談 岡田 斗司夫∥著 インプレス
13 迷ったら、自分を好きでいられるほうを選べばいい 馬場 啓介∥著 あさ出版
14 女性の覚悟 坂東 眞理子∥著 主婦の友社
15 発掘された日本列島　2022 文化庁∥編 共同通信社
16 戦災語り部ガイド 後藤 律子∥著 文芸社
17 禁断の中国史 百田 尚樹∥著 飛鳥新社
18 略奪の帝国　上・下 ウィリアム  ダルリンプル∥著 河出書房新社
19 中学生から知りたいウクライナのこと 小山 哲∥著 ミシマ社
20 偉人メシ伝 真山 知幸∥著 笠間書院
21 ザ・クイーン　エリザベス女王とイギリスが歩んだ一〇〇年 マシュー  デニソン∥著 カンゼン
22 誇れる郷土データ・ブック　2022年版 古田 陽久∥著 シンクタンクせとうち総合研究機構 地理
23 LAST PARADISE 死ぬまでに行きたい日本のサウナ TTNE∥編集 A-Works
24 るるぶエヴァンゲリオン JTBパブリッシング

25 るるぶ函館　23 JTBパブリッシング

26 まっぷる'栃木　23 昭文社
27 東京の懐かしくて新しい暮らし365日 中川 よしこ∥著 自由国民社
28 るるぶ名古屋　23 JTBパブリッシング

29 おひとりからのしずかな京都 柏井 壽∥著 SBクリエイティブ 新書・旅行
30 イラストでわかるタイ・ガイドブック 原田 弘和∥著 大和書房 海外旅行ガイド

31 ウクライナの夜 マーシ  ショア∥著 慶應義塾大学出版会

32 下り坂のニッポンの幸福論 内田 樹∥著 青幻舎
33 ひろゆきと考える竹中平蔵はなぜ嫌われるのか? 竹中 平蔵∥著 集英社
34 異論正論 石破 茂∥著 新潮社 新書・政治
35 北朝鮮拉致問題 有田 芳生∥著 集英社 新書・外交
36 忘れられた日本憲法 畑中 章宏∥著 亜紀書房 憲法
37 実際にあった相続トラブル40例!解決策大全 池田 千恵∥著 ビジネス社 相続
38 死刑について 平野 啓一郎∥著 岩波書店 刑法
39 長いコトバは嫌われる 横田 伊佐男∥著 日経BP ビジネス
40 はじめてでもわかる簿記と経理の仕事　22～'23年版 渋田 貴正∥著 成美堂出版 経理
41 60分でわかる!暗号資産超入門 開米 瑞浩∥著 技術評論社 通貨
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
42 デマの影響力 シナン  アラル∥著 ダイヤモンド社

43 ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ  ヘフェリン∥著 旬報社
44 時代の変わり目を、やわらかく生きる 石川 理恵∥取材  文 技術評論社
45 トビタテ! LGBTQ+6人のハイスクール・ストーリー 野原 くろ∥作 サウザンブックス社 性
46 イラストでわかる対人援助職のためのコミュニケーションと面接技術 須藤 昌寛∥著 中央法規出版 福祉
47 わたしのまちのじどうかん 児童館研究委員会∥編 フレーベル館 児童館
48 どんどん勉強が楽しくなるノート術 みおりん∥著 エクシア出版 勉強法
49 人間科学部　中高生のための学部選びガイド 大岳 美帆∥著 ぺりかん社 大学
50 「メンズビオレ」を売る進学校のしかけ 青田 泰明∥著 青春出版社
51 親が「これ」をするだけで、子どもの学力は上がる! 榎本 博明∥著 幻冬舎
52 子どもの気持ちがわかる本 イザベル  フィリオザ∥著 かんき出版
53 葬式消滅 島田 裕巳∥著 G.B. 冠婚葬祭
54 気くばりにいいこと超大全 西出 ひろ子∥著 宝島社 礼儀作法
55 江戸の怪談がいかにして歌舞伎と落語の名作となったか 櫻庭 由紀子∥著 笠間書院 怪談
56 数の謎はどこまで解けたか オリヴァー  リントン∥著 創元社 数字
57 化学技術者・研究者になるには 堀川 晃菜∥著 ぺりかん社 化学
58 すばらしき宇宙の図鑑 野口 聡一∥著 KADOKAWA 宇宙
59 地学の図鑑 杵島 正洋∥著 技術評論社 地球
60 東海・北陸のジオサイトを味わう 森 勇一∥著 風媒社 ジオサイト
61 図説日本の風 真木 太一∥編 朝倉書店 風
62 富士山はいつ噴火するのか? 萬年 一剛∥著 筑摩書房 新書・噴火
63 鉱物大図鑑 松原 聰∥監修 ニュートンプレス 鉱物
64 「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめました 柳澤 静磨∥著 イースト・プレス ゴキブリ
65 クジラの骨と僕らの未来 中村 玄∥著 理論社 クジラ
66 BREATH ジェームズ  ネスター∥著 早川書房
67 結局、腸が9割 川本 徹∥著 アスコム
68 100年後にはみんな死んでるから気にしないことにした なおにゃん∥著 KADOKAWA

69 認知症パンデミック 飯塚 友道∥著 筑摩書房 新書・認知症

70 女医が教える閉経の教科書 善方 裕美∥著 秀和システム 更年期
71 お茶で手に入れる最高の健康 角田 隆巳∥著 ポプラ社 新書・健康法

72 災害とトイレ 日本トイレ協会∥編 柏書房 トイレ
73 30のキーワードで理解するカーボンニュートラル 増原 直樹∥監修 日本能率協会マネジメントセンター

74 グレタの真実 アンダシュ  ヘルベリ∥作 潮出版社
75 日本の台所一〇〇年 平凡社 台所
76 僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎 直子∥著 青春出版社 宇宙
77 地域新電力 稲垣 憲治∥著 学芸出版社 電力
78 経営は、焚き火のように 山井 梨沙∥著 日経BP アウトドア
79 ごみを出さない気持ちのいい暮らし 高砂 雅美∥[ほか著] 家の光協会 生活
80 一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください! 井戸 美枝∥著 日経BP 家計
81 楽しくはたらく手作りエプロン ブティック社
82 いちばんよくわかるパターンレーベルの子供服ソーイングLESSON BOOK 片貝 夕起∥[著] 日本ヴォーグ社

83 藍を楽しむ和小物 グラフィック社編集部∥編 グラフィック社

84 Frog and ToadクロスステッチBOOK 宗 のりこ∥刺繡デザイン  制作 誠文堂新光社
85 からだが整うゆるヴィーガン・レシピ 庄司 いずみ∥著 世界文化ブックス

86 日本一おいしいソロキャンプ ぼっち女camp∥著 KADOKAWA
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
87 つるんと、のどごしのいいおやつ 中川 たま∥著 文化学園文化出版局 おやつ
88 あっちこっち食器棚めぐり 伊藤 まさこ∥著 新潮社 食器
89 フランス人の赤ちゃんは朝までひとりでぐっすり眠る レロちひろ∥著 フォレスト出版 子育て
90 700人の村がひとつのホテルに 嶋田 俊平∥著 文藝春秋 地域開発
91 トカイナカに生きる 神山 典士∥著 文藝春秋 新書・地域開発

92 83歳、脱サラ農家の終農術 杉山 経昌∥著 築地書館 農業
93 農業者になるには 大浦 佳代∥著 ぺりかん社 農業経営
94 人生を豊かにしたい人のための珈琲 José.川島良彰∥著 マイナビ出版 新書・珈琲
95 イタリア野菜の栽培法 トキタ種苗株式会社「グストイタリア」プロジェクト∥著 イカロス出版 菜園
96 カヨと私 内澤 旬子∥著 本の雑誌社
97 黒猫ノロと世界を旅した20年 平松 謙三∥文  写真 ハーパーコリンズ・ジャパン

98 「クワカブの部屋」公式世界のカブトムシ・クワガタ飼い方&原色図鑑 三森 大輔∥著 コスミック出版

99 すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法ってないですか? 矢島 直美∥著 インプレス 広告
100 北の鉄路 松井 孝雄∥写真  文 柏艪舎 鉄道
101 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子∥著 国土社 日本画
102 まいんちゆずマン 北川 悠仁∥著 集英社 文庫・コミック

103 花火が写る絶景撮影術 井上 嘉代子∥監修 双葉社
104 花、瞬く光 蜷川 実花∥著 河出書房新社
105 名曲誕生の裏事情 山根 悟郎∥著 学研プラス 作曲家
106 桑田佳祐論 スージー鈴木∥著 新潮社 新書・音楽
107 マイ修行映画 みうら じゅん∥著 文藝春秋
108 お楽しみはこれからだ'　PART5 和田 誠∥著 国書刊行会
109 定年後に見たい映画130本 勢古 浩爾∥著 平凡社 新書・映画
110 TALK to YOU 吉沢 亮∥著 集英社 俳優
111 ウルトラマン大怪獣図鑑 円谷プロダクション∥監修 双葉社 テレビ
112 うちの犬がおじいちゃんになっちゃった やつい いちろう∥著 カンゼン 漫才
113 甲子園に行くのが夢だった 松坂 大輔∥監修 飛鳥新社 野球
114 新しい登山の教科書 栗山 祐哉∥監修 池田書店 登山
115 渓流釣り+野営術完全教書 丸山 剛∥著 つり人社 釣り
116 花と器の素敵な合わせ方 小川 典子∥著 誠文堂新光社 器
117 あなたの知らない、世界の希少言語 ゾラン  ニコリッチ∥著 日経ナショナルジオグラフィック 言語
118 あいまい・ぼんやり語辞典 森山 卓郎∥編 東京堂出版 日本語
119 ニューヨークが教えてくれた“私だけ”の英語 岡田 光世∥著 CCCメディアハウス

120 オリエント急行殺人事件 アガサ  クリスティ∥原著 IBCパブリッシング

121 「私」という男の生涯 石原 慎太郎∥著 幻冬舎 作家論
122 猫は髭から眠るもの 堀本 裕樹∥編著 幻冬舎
123 石垣りん詩集 石垣 りん∥著 角川春樹事務所

124 中原中也詩集 中原 中也∥著 角川春樹事務所

125 まど・みちお詩集 まど みちお∥著 角川春樹事務所

126 こんな日のきみには花が似合う 蒼井 ブルー∥文 NHK出版
127 青く滲んだ月の行方 青羽 悠∥著 講談社
128 風を彩る怪物 逸木 裕∥著 祥伝社
129 京都陰陽寮謎解き滅妖帖 伊吹 亜門∥著 星海社
130 学園の魔王様と村人Aの事件簿 織守 きょうや∥著 KADOKAWA

131 わたしたち 落合 恵子∥著 河出書房新社
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
132 レジェンド　19 神無月 紅∥著 KADOKAWA

133 月灯館殺人事件 北山 猛邦∥著 星海社
134 たんぽぽ球場の決戦 越谷 オサム∥著 幻冬舎
135 恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子∥著 毎日新聞出版
136 道 白石 一文∥著 小学館
137 セカンドチャンス 篠田 節子∥著 講談社
138 その扉をたたく音 瀬尾 まいこ∥著 集英社
139 ショートショート実験室 田丸 雅智∥著 エネルギーフォーラム

140 N/A 年森 瑛∥著 文藝春秋
141 その意図は見えなくて 藤 つかさ∥著 双葉社
142 チュベローズで待ってる　AGE22 加藤 シゲアキ∥著 新潮社
143 チュベローズで待ってる　AGE32 加藤 シゲアキ∥著 新潮社
144 Yuming Tribute Stories 小池 真理子∥著 新潮社
145 居場所がないのがつらいです 高橋 源一郎∥著 毎日新聞出版
146 紅色のあじさい 津村 節子∥著 鳥影社
147 今日もごきげんよう 松浦 弥太郎∥著 マガジンハウス

148 小さいわたし 益田 ミリ∥著 ポプラ社
149 ラーゲリ 辺見 じゅん∥原作 文藝春秋 手記
150 シャーロック・ホームズのすべて ロジャー  ジョンスン∥著 集英社インターナショナル 新書・海外文学

151 噓の木 フランシス  ハーディング∥著 東京創元社 文庫・海外小説

152 自閉症のぼくは書くことで息をする ダーラ  マカナルティ∥著 辰巳出版 手記
153 華麗な復讐株式会社 ヨナス  ヨナソン∥著 西村書店 海外小説
154 うまれてくるよ海のなか 高久 至∥しゃしん アリス館
155 エリック・カールのえいごがいっぱい どうぶつあつまれ! エリック  カール∥絵 偕成社
156 絵本で知ろう二十四節気 春 ふじもと みさと∥文 文研出版
157 おさんぽスシトレイン たいっちゃん∥さく  え 303 BOOKS
158 おばけのかわをむいたら たなか ひかる∥著 文響社
159 おばけのジョージーたからさがし ロバート  ブライト∥さく 好学社
160 王さまのおうごんのひげ クラース  フェルプランケ∥作 化学同人
161 おつきさまのおさんぽ カワチ レン∥作  絵 学研プラス
162 がっこうにまにあわない ザ  キャビンカンパニー∥作  絵 あかね書房
163 きょうは選挙の日。 塚本 やすし∥作 汐文社
164 きょうはおうちでなつまつり 新井 悦子∥さく 岩崎書店
165 海のてがみのゆうびんや ミシェル  クエヴァス∥文 化学同人
166 ことりのメルおっこちる コーリー  R.テイバー∥さく 化学同人
167 チロヌップのにじ たかはし ひろゆき∥文  絵 金の星社
168 チロヌップの子さくら たかはし ひろゆき∥文  絵 金の星社
169 ちびちびパンダ みやにし たつや∥作絵 金の星社
170 ねずみくんはカメラマン なかえ よしを∥作 ポプラ社
171 ノラネコぐんだんおかしなさがしえブック 工藤 ノリコ∥原作 白泉社
172 パパかいぞくのこもりうた アントン  ロマーエフ∥作 成山堂書店
173 パリングリンドーン 劇団ひとり∥著 マガジンハウス

174 ヒロシくんとネコ たかい あさこ∥作 文芸社
175 ホホジロザメ 沼口 麻子∥文 福音館書店
176 ボクちゃんとチョロ さいき せつこ∥ぶん 文芸社
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№ 資料名 著者名 出版社 参考
177 勉強は役に立つ オオタ ヤスシ∥マンガ  イラスト 旺文社 児童・学問
178 13歳からの「差がつく読書術」心にささる1冊と出会える本 大居 雄一∥著 メイツユニバーサルコンテンツ 児童・読書
179 モノのなまえ事典　まだまだあった‼アレにもコレにも! 杉村 喜光∥文 ポプラ社 児童・事典
180 宇喜多秀家　 加来 耕三∥企画  構成  監修 ポプラ社 児童・伝記
181 守ろう!みんなの東北　4 青木 健生∥原作 マイクロマガジン社 児童・地理
184 法律がわかる!桃太郎こども裁判 岩貞 るみこ∥文 講談社 児童・法律
185 実例でわかる!自由研究の選び方&まとめ方　4・5・6年生　 子ども学力向上研究会∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

186 実例でわかる!自由研究の選び方&まとめ方　1・2・3年生 子ども学力向上研究会∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

187 理系の職場　2 こどもくらぶ∥編 同友館 児童・科学
188 GET！角川の集める図鑑　星と星座 永田 美絵∥総監修 KADOKAWA 児童・図鑑/星

189 気象予報士の一日 WILLこども知育研究所∥編著 保育社 児童・気象予報士

190 のぞく図鑑穴 宮田 珠己∥編  著 小学館 児童・自然
191 ほんとうは“よわい恐竜”じてん 土屋 健∥著 KADOKAWA 児童・恐竜
192 びっくり!動物園のおしごと大図鑑 DK社∥編 河出書房新社
193 ようこそ!生きものハウス 菅原 嘉子∥文 ポプラ社
194 見たことのないものをつかまえたい!世界の変な生き物探訪記 平坂 寛∥[著] 偕成社
195 GET！角川の集める図鑑　魚 宮 正樹∥総監修 KADOKAWA 児童・図鑑/魚

196 お山のライチョウ 戸塚 学∥写真  文 偕成社 児童・ライチョウ

197 草はらをのぞいてみればカヤネズミ ゆうき えつこ∥文 小学館
198 立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 佐藤 真澄∥作 静山社
199 ウン小話 世界一たのしくてまじめでちょっとクサい授業 湯澤 規子∥文 ホーム社 児童・糞便
200 ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる!産業とくらし 藤子  F  不二雄∥まんが 小学館 児童・産業
201 牛の教え 群羊社
202 豚・鶏の教え 群羊社
203 宇宙食になったサバ缶 小坂 康之∥著 小学館 児童・産業
204 どの本よりわかりやすい!おもしろしかけの貯金箱 寺西 恵里子∥[著] ブティック社 児童・工作
205 中高生のスポーツハローワーク 学研プラス 児童・スポーツ

206 イカにんじゅつ道場 香桃 もこ∥作 福音館書店
207 パンに書かれた言葉 朽木 祥∥作 小学館
208 じいちゃんの山小屋 佐和 みずえ∥作 小峰書店
209 トーキングドラム 佐藤 まどか∥著 PHP研究所
210 いのちの木のあるところ 新藤 悦子∥作 福音館書店
211 たまごのはなし しおたに まみこ∥作 ブロンズ新社
212 リトル・ゾンビガール 徳野 有美∥著 NHK出版
213 ルビねこと旅の仲間たち 野中 柊∥作 理論社
214 しゅくだいドッジボール 福田 岩緒∥作  絵 PHP研究所
215 黄色い竜 村上 康成∥作  絵 徳間書店
216 セカイを科学せよ! 安田 夏菜∥著 講談社
217 小説GHOSTBOOKゴーストブックおばけずかん 斉藤 洋∥原作 講談社
218 5分で読書　昼休みの事件簿 更伊 俊介∥著 KADOKAWA

219 名探偵ポアロ アクロイド殺し アガサ  クリスティー∥著 早川書房
220 海を見た日 M.G.ヘネシー∥作 鈴木出版
221 クマのプーさんのむかしむかし ジェーン  リオーダン∥文 文化学園文化出版局

児童・海外読み物

湯沢図書館

児童・自由研究

児童・動物

児童・読み物

児童・動物

児童・家畜



№ 資料名 著者名 出版社 参考

1 るるぶこどもとあそぼ!東北　2022 JTBパブリッシング 国内旅行ガイド

2 世界の気候と天気のしくみ 今井 明子∥著 産業編集センター 気候
3 きみに着せたい服 banryoku∥著 文化学園文化出版局

4 シンプルかわいい手づくりピアス&イヤリング いわせ あさこ∥著 学研プラス
5 くり返し作りたい一生ものレシピ 石原 洋子∥著 学研プラス
6 “炒めない”炒めもの 今井 亮∥著 主婦と生活社
7 68歳、ひとり暮らし。きょう何食べる? 大庭 英子∥著 家の光協会
8 ホットサンドメーカーで作れる最高においしいレシピ 野川 彩∥著 扶桑社
9 ハツ江おばあちゃんの定番おうち洋食 高木 ハツ江∥著 NHK出版
10 おいしさまみれの肉のベストおかず306 主婦の友社∥編 主婦の友社
11 駆ける　2 稲田 幸久∥[著] 角川春樹事務所

12 晩秋行 大沢 在昌∥著 双葉社
13 残された人が編む物語 桂 望実∥著 祥伝社
14 明日へのペダル 熊谷 達也∥著 NHK出版
15 臼月トウコは援護りたい そえだ 信∥著 早川書房
16 鷹の系譜 堂場 瞬一∥著 講談社
17 鬼人幻燈抄　10 中西 モトオ∥著 双葉社
18 あさとほ 新名 智∥著 KADOKAWA

19 掟上今日子の忍法帖 西尾 維新∥著 講談社
20 夏休みの空欄探し 似鳥 鶏∥著 ポプラ社
21 両手にトカレフ ブレイディみかこ∥著 ポプラ社
22 飛び立つ季節　旅のつばくろ 沢木 耕太郎∥著 新潮社 エッセイ
23 ワニのたまごやさん 有田 奈央∥文 新日本出版社
24 さかさしりとり 林 木林∥作 文研出版
25 どんぐりポーとどんぐりプー 藤本 ともひこ∥作 講談社
26 バスが来ましたよ 由美村 嬉々∥文 アリス館
27 みつけてみよう!コアラのマーチさがしえブック 東京書店
28 ねんどんときょうりゅう やぶの てんや∥作  絵 小学館
29 モノのなまえ事典　まだまだあった‼アレにもコレにも! 杉村 喜光∥文 ポプラ社 児童・事典
30 世界の妖怪大図鑑 水木 しげる∥著 講談社 児童・妖怪
31 最恐!!都市伝説ビジュアル大事典 朝里 樹∥監修 ワン・パブリッシング 児童・都市伝説

32 親子で作れる!摩訶不思議なサイエンススイーツ 太田 さちか∥[著] 宝島社 児童・科学
33 押す図鑑ボタン 西村 まさゆき∥編  著 小学館 児童・機械
34 子どものハンドメイドレッスンBOOK 松村 忍∥監修 朝日新聞出版 児童・手芸
35 はじめてのこどもキッチン 鈴木 薫∥著 KADOKAWA 児童・料理
36 笹森くんのスカート 神戸 遙真∥著 講談社
37 ひろしまの満月 中澤 晶子∥作 小峰書店
38 MINECRAFT DUNGEONS邪悪な村人の王、誕生! マット  フォーベック∥作 竹書房 児童・海外読み物

雄勝図書館

手芸

料理

小説

絵本

児童・読み物



№ 資料名 著者名 出版社 参考

1 夜に星を放つ 窪 美澄∥著 文藝春秋
2 オリーブの実るころ 中島 京子∥著 講談社
3 さざなみの彼方 佐藤 雫∥著 集英社
4 掬えば手には 瀬尾 まいこ∥著 講談社
5 ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川 佐和子∥著 文藝春秋
6 13歳からの地政学 田中 孝幸∥著 東洋経済新報社 児童・地政学

№ 資料名 著者名 出版社 参考

1 最高の教師がマンガで教える目標達成のルール 原田 隆史∥著 日経BP 人生訓
2 冷凍食品アレンジ神レシピ大全123品+∞ タケムラ ダイ∥著 宝島社 料理
3 キャリア不要の時代 堀江 貴文∥著 ぴあ 飲食店
4 空をこえて七星のかなた 加納 朋子∥著 集英社
5 残星を抱く 矢樹 純∥著 祥伝社
6 おひるね 笠野 裕一∥さく 福音館書店 絵本
7 頭のいい子を育てるおはなし366 主婦の友社∥編 主婦の友社 児童・読み物

小説

皆瀬生涯学習センター

稲川カルチャーセンター

小説

MEMO


