
№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 新編図書館員への招待 塩見 昇∥編著 教育史料出版会

2 図書館魔女の蔵書票 大島 真理∥著 郵研社
3 8コマ哲学 小川 仁志∥著 朝日新聞出版 哲学
4 イェール大学人気講義天才 クレイグ  ライト∥著 すばる舎 天才
5 山の神秘と日本人 秋山 眞人∥著 さくら舎 精神世界
6 今こそ行きたい日本の神社200選 島田 裕巳∥監修 宝島社 神社
7 絶対に見られない世界の秘宝99 ダニエル  スミス∥著 日経ナショナルジオグラフィック社

8 文藝春秋が見た戦争と日本人 保阪 正康∥編 文藝春秋
9 地図でスッと頭に入る中国戦国時代 渡邉 義浩∥監修 昭文社
10 あの偉人は、人生の壁をどう乗り越えてきたのか 真山 知幸∥著 PHP研究所 伝記
11 地球の歩き方JOJOジョジョの奇妙な冒険 地球の歩き方 海外旅行ガイド

12 青春18きっぷパーフェクトガイド'　2022-2023 谷崎 竜∥著 イカロス出版
13 るるぶ縄文 JTBパブリッシング

14 「神話」の歩き方 平藤 喜久子∥写真  文 集英社
15 JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷 はるか∥著 河出書房新社 海外紀行
16 年寄りは本気だ 養老 孟司∥著 新潮社 社会
17 強権的指導者の時代 ギデオン  ラックマン∥著 日経BP日本経済新聞出版 政治家
18 日本共産党の100年 佐藤 優∥著 朝日新聞出版 政治
19 イーロン・マスクはスティーブ・ジョブズを超えたのか 竹内 一正∥著 PHP研究所 新書・ビジネス

20 生活科学部・家政学部 木村 由香里∥著 ぺりかん社 大学
21 人生を切りひらく最高の自宅勉強法 布施川 天馬∥著 主婦と生活社
22 「天才ノート」を始めよう! 岩田 かおり∥著 ダイヤモンド社

23 サイバー戦争終末のシナリオ 上・下 ニコール  パーロース∥著 早川書房 戦争
24 陸上自衛隊ますらお日記 ぱやぱやくん∥著 KADOKAWA 陸軍
25 一度読んだら絶対に忘れない物理の教科書 池末 翔太∥著 SBクリエイティブ 物理
26 日本の自然風景ワンダーランド 小泉 武栄∥著 ベレ出版 自然
27 空の見つけかた事典 武田 康男∥著 山と溪谷社 気象
28 富士山測候所のはなし 佐々木 一哉∥共編著 成山堂書店 富士山
29 化石の復元、承ります。 木村 由莉∥監修 ブックマン社 古生動物学
30 地球は食べ物 ホモサピ∥著 KADOKAWA 生物
31 きらわれ虫の真実 谷本 雄治∥著 太郎次郎社エディタス 虫
32 街なか葉めくり虫さんぽ とよさき かんじ∥著 ベレ出版 昆虫
33 タモ網1本ではじめられる魚とり 仲 義輝∥著 山と溪谷社 魚とり
34 オンライン脳 川島 隆太∥著 アスコム 医学
35 ストレス脳 アンデシュ  ハンセン∥著 新潮社 新書・医学
36 よくわかる最新代替肉の基本と仕組み 齋藤 勝裕∥著 秀和システム 食品工学
37 じわじわくる文具 松岡 厚志∥著 玄光社 文房具
38 人生もっともっと楽しまなくちゃ 中尾 ミエ∥著 宝島社 生活
39 ミシンでダダダ…!余ったハギレでなに作る? ブティック社 手芸

湯沢図書館

歴史

図書館

国内旅行ガイド

勉強法

2022

読書の秋です



№ 資料名 著者名 出版社 参考
40 いっしょにあそぼうフェルトでつくるおままごと 1Flower*綾子∥著 日本ヴォーグ社

41 すみっコぐらしフェルトマスコット 佐々木 公子∥著 ブティック社
42 ふたりときどきみんなでご飯 藤井 恵∥著 エムディエヌコーポレーション

43 ドーナツのしあわせ 溝呂木 一美∥文と絵 イースト・プレス

44 都会を出て田舎で0円生活はじめました 田村 余一∥著 サンクチュアリ出版 田舎生活
45 家庭菜園の新病害虫対策 ブティック社 害虫
46 ブログで5億円稼いだ方法 きぐち∥著 ダイヤモンド社 商業
47 75歳、交通誘導員まだまだ引退できません 柏 耕一∥著 河出書房新社 交通誘導員
48 冊子&折りパンフの構図とレイアウト パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル 広告
49 ニッポン秘境路線バスの旅 風来堂∥著 交通新聞社 新書・バス
50 乗り鉄エキスパート 鈴木 省吾∥共著 オーム社 旅客
51 金魚酒 深堀 隆介∥著 芸術新聞社 洋画
52 いぬ ショーン  タン∥著 河出書房新社 大人向け絵本
53 かこさとし　子どもたちに伝えたかったこと かこ さとし∥著 平凡社 児童文学研究
54 終止符のない人生 反田 恭平∥著 幻冬舎 音楽
55 元祖アイドル「明日待子」がいた時代 押田 信子∥著 育鵬社 演劇
56 お楽しみはこれからだ PART6　映画の名セリフ 和田 誠∥著 国書刊行会 映画
57 阿川佐和子のこの噺家に会いたい 阿川 佐和子∥[著] 文藝春秋 噺家
58 僕の心臓は右にある 大城 文章∥著 朝日新聞出版 芸人
59 ぼやいて、聞いて。 塙 宣之∥著 左右社 漫才
60 SHO-TIME　大谷翔平メジャー120年の歴史を変えた男 ジェフ  フレッチャー∥著 徳間書店 大谷翔平
61 楽しみながら脳を鍛える!謎解き100連発 Q星群∥著 学研プラス クイズ
62 エモい古語辞典 堀越 英美∥著 朝日出版社 古語
63 日本人が言えそうで言えない英語表現650 キャサリン  A.クラフト∥著 青春出版社 新書・英語
64 翻訳書簡『赤毛のアン』をめぐる言葉の旅 上白石 萌音∥著 NHK出版 英語
65 物語のカギ 渡辺祐真 スケザネ∥著 笠間書院
66 プロだけが知っている小説の書き方 森沢 明夫∥著 飛鳥新社
67 文豪の素顔 高橋 敏夫∥監修 エクスナレッジ 文学
68 瀬戸内寂聴 河出書房新社 作家
69 夏井いつきの「今日から一句」 夏井 いつき∥著 第三文明社 俳句
70 アクリルに跳ね返された投げキッス 影野 臣直∥選 駒草出版 句集
71 工藤直子詩集 工藤 直子∥著 角川春樹事務所

72 寺山修司詩集 寺山 修司∥著 角川春樹事務所

73 宮沢賢治詩集 宮沢 賢治∥著 角川春樹事務所

74 マイ・プレゼント 青山 美智子∥著 PHP研究所
75 ぼくらに噓がひとつだけ 綾崎 隼∥著 文藝春秋
76 煉獄蝶々 岩井 志麻子∥著 KADOKAWA
77 修羅奔る夜 伊東 潤∥著 徳間書店
78 蹴れ、彦五郎 今村 翔吾∥著 祥伝社
79 いっそこの手で殺せたら 小倉 日向∥著 双葉社
80 その殺人、本格ミステリに仕立てます。 片岡 翔∥著 光文社
81 空を駆ける 梶 よう子∥著 集英社
82 チンギス紀　14 北方 謙三∥著 集英社
83 夜に星を放つ 窪 美澄∥著 文藝春秋

湯沢図書館
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手芸

書き方



№ 資料名 著者名 出版社 参考
84 アナベル・リイ 小池 真理子∥著 KADOKAWA
85 腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる∥著 双葉社
86 ギフテッド 鈴木 涼美∥著 文藝春秋
87 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
88 小さき王たち　第2部 堂場 瞬一∥著 早川書房
89 こいごころ　しゃばけシリーズ21 畠中 恵∥著 新潮社
91 その本は 又吉 直樹∥著 ポプラ社
92 よって件のごとし　三島屋変調百物語8 宮部 みゆき∥著 KADOKAWA
93 54字の百物語 氏田 雄介∥編著 PHP研究所
94 鯖猫長屋ふしぎ草紙　10 田牧 大和∥著 PHP研究所 文庫・小説
95 オーライウトーリひなた猫 青木 奈緒∥著 春陽堂書店
96 そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ∥著 文藝春秋
97 べつに怒ってない 武田 砂鉄∥著 筑摩書房
98 スマホになじんでおりません 群 ようこ∥著 文藝春秋
99 プリズム ソン ウォンピョン∥著 祥伝社
100 彼女の思い出/逆さまの森 J.D.サリンジャー∥著 新潮社
101 プレゼント スペンサー  ジョンソン∥著 扶桑社
102 ウクライナ戦争日記 Stand With Ukraine Japan∥編 左右社 海外文学
103 登山のダメージ&体のトラブル解決法 木元 康晴∥編 山と溪谷社 郷土・登山
104 アニマルランド オームラ トモコ∥作  絵 金の星社
105 アンパンマンとらんぼうや やなせ たかし∥作  絵 フレーベル館
106 給食室のいちにち 大塚 菜生∥文 少年写真新聞社

107 クモのシルバーくん すみもと ななみ∥作 絵本塾出版
108 10ぴきねこちゃん エミリー  グラヴェット∥作 小学館
109 じーさんとぴーぽっぽ 小亀 たく∥著 みらいパブリッシング

110 チャコという犬がいた たなか ちづみ∥著 みらいパブリッシング

111 でんしゃがとおりまーす! オームラ トモコ∥著 世界文化ワンダークリエイト

112 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
113 ねこのオーランドー裁判官になる キャスリーン  ヘイル∥さく 好学社
114 野ばらの村の山のぼうけん ジル  バークレム∥作  絵 出版ワークス
115 ぷくのたんけん うみのそこ こたか みちる∥[作] みらいパブリッシング

116 図書館たんけん　1 藤田 利江∥監修 国土社 児童・図書館
117 はじめてふしぎに気づいた日 赤澤 豊∥[ほか]監修 パイインターナショナル 児童・図鑑
118 ツッコミ!日本むかし話 大竹 稽∥著 自由国民社 児童・哲学
119 「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田 和∥著 ポプラ社 児童・戦争
120 日本史の13人の怖いお母さん 真山 知幸∥著 扶桑社
121 中村哲物語　大地をうるおし平和につくした医師 松島 恵利子∥著 汐文社
122 アマゾン川　熱帯雨林・生命の源 サングマ  フランシス∥文 徳間書店 児童・アマゾン川

123 なんで勉強するんだろう? 齋藤 孝∥著 幻冬舎 児童・勉強
124 めちゃうま!?昆虫食事典 内山 昭一∥監修 大泉書店 児童・昆虫食
125 Dr.ちゅーぐるの事件簿　消えたトマト色の仏像 こざき ゆう∥文 ポプラ社 児童・動物
126 だれのからだ? 有沢 重雄∥構成  文 偕成社 児童・動物形態学

127 はっけん!イモリ 林 光武∥編著 緑書房 児童・イモリ
128 ウイルスって何だろう 青野 由利∥著 筑摩書房 児童・ウイルス

湯沢図書館

海外小説
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絵本

小説



№ 資料名 著者名 出版社 参考
129 こんにちは!生理 ユミ  スタインズ∥著 集英社 児童・生理
130 デザインをまねよう! 教育画劇 児童・科学技術

131 生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社∥編 河出書房新社 児童・料理
132 タガヤセ!日本 白石 優生∥著 河出書房新社 児童・園芸
133 世界遺産を救え! レオ  ホプキンソン∥著 創元社 児童・世界遺産

134 Cui Cui.の図工のじかん Cui Cui.∥著 河出書房新社 児童・工作
135 ジュラシック・ワールド超接近図鑑 講談社∥編 講談社 児童・映画
136 おばけずかん おばけだらけのまちがいさがし 講談社∥編集 講談社 児童・クイズ
137 算数パズル王国を救え!1　アルキメデスの姫君 北森 ちえ∥作 国土社
138 忘れもの遊園地 久米 絵美里∥著 アリス館
139 ぼくは王さまはつめいコレクション 寺村 輝夫∥作 理論社
140 ぼくは王さまおしごとコレクション 寺村 輝夫∥作 理論社
141 ぼくは王さまぼうけんコレクション 寺村 輝夫∥作 理論社
142 ぼくは王さまどうぶつコレクション 寺村 輝夫∥作 理論社
143 ぼくは王さまごちそうコレクション 寺村 輝夫∥作 理論社
144 消えた図書室 西村 友里∥作 学研プラス
145 かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる! 原 ゆたか∥さく  え ポプラ社
146 日向丘中学校カウンセラー室2　十人十色、1匹？色の文化祭 まはら 三桃∥著 アリス館
147 ミステリー部が謎を解かせてもらえない ささき かつお∥著 PHP研究所
148 5分後に最凶のラスト エブリスタ∥編 河出書房新社
149 5分後にときめくラスト エブリスタ∥編 河出書房新社
90 ガリレオの事件簿　1ポルターガイストの謎を解け 東野 圭吾∥著 文藝春秋
150 いもうとなんかいらない ロイス  ダンカン∥作 岩波書店
151 マシュマロおばけ プリシラ  フリードリック∥文 瑞雲舎
152 フードバンクどろぼうをつかまえろ! オンジャリ Q.ラウフ∥著 あすなろ書房
153 列車探偵ハル2　アメリカ横断列車の誘拐事件 M.G.レナード∥著 早川書房
154 ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス ミヒャエル  エンデ∥作 小学館

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 65歳からデイサービス従業員はじめました 夏樹 久視∥著 リベラル社 デイサービス  

2 感覚過敏の僕が感じる世界 加藤 路瑛∥著 日本実業出版社 内科学
3 エコな毎日 中嶋 亮太∥著 翔泳社 生活
4 海外竜也のかんたんクチュール ブティック社 裁縫
5 日本一の洗濯屋が教える汚れ落としの神ワザ 洗濯ブラザーズ∥監修 宝島社 洗濯
6 annkoのごちそうおうちごはん annko∥著 KADOKAWA
7 しにゃのやみつき!つまみ飯 小川 真哉∥著 扶桑社
8 Yuuのラクうま♡よくばりキッチン Yuu∥著 扶桑社
9 鶏むねダイエット最強たんぱく質レシピ150 エダジュン∥著 主婦と生活社
10 おうちで楽しむお菓子の本 空想喫茶トラノコク∥著 エムディエヌコーポレーション

11 終活中毒 秋吉 理香子∥著 実業之日本社
12 居酒屋ぼったくり　'おかわり!3 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

13 拝啓交換殺人の候 天祢 涼∥著 実業之日本社
14 クローゼットファイル 川瀬 七緒∥著 講談社
15 早番にまわしとけ キタハラ∥著 KADOKAWA

小説

料理

湯沢図書館

雄勝図書館

児童・海外読み物

児童・読み物



№ 資料名 著者名 出版社 参考
16 夜に星を放つ 窪 美澄∥著 文藝春秋
17 先祖探偵 新川 帆立∥著 角川春樹事務所

18 嫌われ者の矜持 新堂 冬樹∥著 光文社
19 作家刑事毒島の嘲笑 中山 七里∥著 幻冬舎
20 こいごころ　しゃばけシリーズ21 畠中 恵∥著 新潮社
21 点滅するものの革命 平沢 逸∥著 講談社
22 よって件のごとし　三島屋変調百物語8 宮部 みゆき∥著 KADOKAWA
23 十津川警部哀悼の列車が走る 西村 京太郎∥[著] 徳間書店 新書・小説
24 へんてこはやくちことば 新井 洋行∥作  絵 小峰書店
25 バリバリしゅうしゅうしゃ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所

26 めをさませ 五味 太郎∥作 絵本館
27 ドーナツペンタくん 柴田 ケイコ∥著 白泉社
28 よくみると…もっと！ shimizu∥作  絵 学研プラス
29 おいらはちびのとうちゃんだい! タカタ カヲリ∥[作] 文研出版
30 アイスゆうえんち のし さやか∥さく  え ニコモ
31 ようかいのもり たぬきクリニック 長谷川 あかり∥さく 大日本図書
32 ピカッゴロゴロニャー! 広瀬 克也∥[作] 教育画劇
33 ねえ!おかあさん 藤本 ともひこ∥作  絵 ニコモ
34 おしりダンディ ザ・ヤング　くものおうこく トロル∥[原案  監修] 集英社
35 アニメコミックおしりたんてい　12 ポプラ社
36 がっこうのおばけずかんサバイバルゲームブック 斉藤 洋∥原作 講談社 児童・ゲーム
37 おひさまやのハンカチ 茂市 久美子∥作 講談社
38 妖怪コンビニ 令丈 ヒロ子∥作 あすなろ書房

№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 恩蔵 絢子∥著 中央法規出版 認知症
2 たこせんと蜻蛉玉 尾崎 英子∥著 光文社
3 蒼い水の女 柴田 哲孝∥著 光文社
4 予感<ある日、どこかのだれかから電話が> 清水 杜氏彦∥著 双葉社
5 小さき王たち　第2部 堂場 瞬一∥著 早川書房
6 ほどなく、お別れです　3 長月 天音∥著 小学館
7 汝、星のごとく 凪良 ゆう∥著 講談社
8 紙の梟 貫井 徳郎∥著 文藝春秋
9 裏切りのギフト 穂波 了∥著 双葉社
10 星屑 村山 由佳∥著 幻冬舎
11 まよなかのおしっこ さいとう しのぶ∥作 KADOKAWA 絵本
12 どっちが強い!?ミズダコvsノコギリエイ スライウム∥ストーリー KADOKAWA 児童・海洋生物

13 かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる! 原 ゆたか∥さく  え ポプラ社
15 ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋 玲子∥作 講談社
14 ひみつの地下図書館　2 アビー  ロングスタッフ∥作 ほるぷ出版
16 5番レーン ウン ソホル∥作 鈴木出版
17 恐竜　学研の図鑑LIVE 真鍋 真∥総監修 学研プラス
18 危険生物　学研の図鑑LIVE 今泉 忠明∥総監修 学研プラス
19 昆虫　学研の図鑑LIVE 丸山 宗利∥総監修 学研プラス

児童・読み物

児童・海外読み物

児童・図鑑

雄勝図書館

稲川カルチャーセンター

小説

絵本

児童・コミック

児童・読み物

小説



№ 資料名 著者名 出版社 参考
1 幻告 五十嵐 律人∥著 講談社
2 見習医ワトソンの追究 鏑木 蓮∥著 講談社
3 ならんだよ ならんだね 松永 悠一郎∥さく 福音館書店
4 もうじきたべられるぼく はせがわ ゆうじ∥作 中央公論新社

5 映画ざんねんないきもの事典ストーリーブック 主婦と生活社

6 キャベたまたんていおとぎ世界でじけんはっせい!? 三田村 信行∥作 金の星社
7 ラストで君は「まさか!」と言う'　時空を超えて PHP研究所∥編 PHP研究所

児童・読み物

皆瀬生涯学習センター

小説

絵本

MEMO


