
№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
1 歴史の本棚 加藤 陽子∥著 毎日新聞出版 書評

2 SNS別最新著作権入門 井上 拓∥著 誠文堂新光社 著作権

3 傷つきやすいのに刺激を求める人たち トレイシー  クーパー∥著 フォレスト出版 カウンセリング

4 辛酸なめ子、スピ旅に出る 辛酸 なめ子∥著 産業編集センター 精神世界

5 日本の名言100 木村 進∥著 総合法令出版 人生訓

6 もういちど読みとおす山川新日本史 上・下 大津 透∥著 山川出版社

7 レンズが撮らえた幕末日本の事件史 日本カメラ博物館∥監修 山川出版社

8 大名左遷 岡崎 守恭∥著 文藝春秋 新書・日本史

9 人生はそれでも続く 読売新聞社会部「あれから」取材班∥著 新潮社 新書・伝記
10 トンチキ鎌倉武士 長谷川 ヨシテル∥著 柏書房 伝記
11 リピ旅淡路島 JTBパブリッシング 国内旅行ガイド

12 ウクライナ戦記 宮嶋 茂樹∥著 文藝春秋 ウクライナ
13 私の国とはつまり何なのか アンゲラ  メルケル∥[述] 創元社
14 ゼレンスキーの素顔 セルヒー  ルデンコ∥著 PHP研究所
15 数奇な航海 川井 龍介∥著 旬報社 社会
16 職場の困った人対応マニュアル 援川 聡∥著 WAVE出版 ビジネス
17 キーワードでまるごとわかる投資の教科書 酒井 富士子∥著 学研プラス 投資
18 私らしく、働くということ 主婦の友社∥編 主婦の友社 女性労働者
19 老いの玉手箱 樋口 恵子∥著 中央公論新社 家族関係
20 どうして男はそうなんだろうか会議 澁谷 知美∥編 筑摩書房 男性
21 90歳になっても、楽しく生きる 樋口 恵子∥著 大和書房 高齢者
22 プチプラで「地震に強い部屋づくり」 辻 直美∥著 扶桑社 地震
23 学びが地域を創る 山根 俊喜∥編著 学事出版 教育
24 犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉 出口 保行∥著 SBクリエイティブ 新書・家庭教育

25 幸せな人生のしまい方 ニチリョク∥著 主婦の友社 葬式
26 かこさとし科学絵本の世界 藤嶋 昭∥[著] 学研プラス 科学
27 海辺で写す天然石 柴山 元彦∥編著 東方出版 鉱物
28 HEY,BABY!野生動物の子どもたち ステファニー  ウォーレン  ドリマー∥著 エムディエヌコーポレーション 野生動物
29 激写!身近な虫のディープな世界 石井 誠∥著 築地書館 昆虫
30 70歳からは大学病院に行ってはいけない 和田 秀樹∥著 宝島社 新書・医学
31 メガネの歴史 ジェシカ  グラスコック∥著 原書房 メガネ
32 74歳、横山タカ子の体にいいごはん 横山 タカ子∥著 家の光協会 料理
33 0・1・2歳児がごきげんになるあそび100 中田 馨∥文 実務教育出版 育児
34 農協の闇 窪田 新之助∥著 講談社 新書・農協
35 農家はもっと減っていい 久松 達央∥著 光文社 新書・農業
36 農家が教えるわくわくマメつくり 農文協∥編 農山漁村文化協会 豆類
37 けなげな野菜図鑑 稲垣 栄洋∥監修 エクスナレッジ 園芸

湯沢図書館

日本史

政治

※9月1日～9月30日に入った本です



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
38 60歳からのひとり旅鉄道旅行術 松本 典久∥著 天夢人 鉄道
39 地球に描こう!GPSアート Yassan∥著 技術評論社 コンピューターアート

40 素敵な空が見えるよ、明日もきっと リト@葉っぱ切り絵∥著 講談社 葉っぱアート
41 tupera tuperaの手づくりおもちゃ tupera tupera∥著 河出書房新社 工作
42 お楽しみはこれからだ　'PART7 和田 誠∥著 国書刊行会
43 映画と旅する365日 パイインターナショナル

44 「サボる」防災で、生きる 寒川 一∥著 主婦と生活社 キャンピング
45 乱鴉の空 弥勒シリーズ11　 あさの あつこ∥著 光文社
46 夜の道標 芦沢 央∥著 中央公論新社
47 いつもの木曜日 青山 美智子∥著 宝島社
48 灰かぶりの夕海 市川 憂人∥著 中央公論新社
49 営繕かるかや怪異譚　その３ 小野 不由美∥著 KADOKAWA
50 サバカンSABAKAN 金沢 知樹∥著 文藝春秋
51 デクリネゾン 金原 ひとみ∥著 ホーム社
52 あの子とQ 万城目 学∥著 新潮社
53 ソロキャン! 秋川 滝美∥著 朝日新聞出版 文庫・小説
54 鴻上尚史のなにがなんでもほがらか人生相談 鴻上 尚史∥著 朝日新聞出版
55 カニカマ人生論 清水 ミチコ∥著 幻冬舎
56 ベスト・エッセイ2022 日本文藝家協会∥編 光村図書出版
57 われら闇より天を見る クリス  ウィタカー∥著 早川書房 海外小説
58 おつきさまのともだち カワチ レン∥作  絵 学研プラス
59 キーウの月 ジャンニ  ロダーリ∥作 講談社
60 きらきらさがし 新井 悦子∥作 岩崎書店
61 たしますよ 内田 麟太郎∥作 金の星社
62 わたしがいじわるオオカミになった日 アメリ  ジャヴォー∥ぶん パイインターナショナル

63 わんぱくだんのバスごっこ ゆきの ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド

64 なりたい自分との出会い方 岡本 啓史∥著 岩波書店 児童・人生訓（青年）

65 理系の職場3 理化学研究所のしごと こどもくらぶ∥編 同友館 児童・科学技術

66 地球がもし100cmの球だったら 永井 智哉∥文 世界文化ブックス 児童・環境問題

67 ものづくりっておもしろい!おもちゃから乗り物まで 小林 竜太∥[著] 偕成社 児童・電子工作

68 捨て犬・未来ときらら、イノシシにであう! 今西 乃子∥著 岩崎書店 児童・ノンフィクション

69 羽生善治のやさしいこども将棋入門 羽生 善治∥監修 池田書店 児童・将棋
70 タイピングにやくだつはじめてのローマ字　1・2 大門 久美子∥編著 汐文社 児童・ローマ字

71 やまの動物病院 なかがわ ちひろ∥作  絵 徳間書店
72 安吾先輩は解読したい　暗号事件は旧校舎まで 三川 三∥著 KADOKAWA
73 生き抜け!遭難の五日間 山口 理∥作 文研出版
74 5年1組ひみつだよ 吉野 万理子∥作 静山社
75 名探偵ポアロ ハロウィーン・パーティ アガサ  クリスティー∥著 早川書房
76 魔女だったかもしれないわたし エル  マクニコル∥著 PHP研究所
77 かわいい子ランキング ブリジット  ヤング∥作 ほるぷ出版
78 スパイ暗号クラブ　1 ペニー  ワーナー∥著 KADOKAWA

絵本

湯沢図書館

映画

児童・読み物

児童・海外読み物

エッセイ

小説



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
1 東大生が日本を100人の島に例えたら面白いほど経済がわかった! ムギタロー∥著 サンクチュアリ出版 経済
2 脳と神経のしくみ・はたらきゆるっと事典 坂井 建雄∥監修 永岡書店 医学
3 レンチンですぐ作れるやせるスパイスごはん 印度カリー子∥著 KADOKAWA

4 家呑みサイコーつまみ 市瀬 悦子∥著 学研プラス
5 平野レミのオールスターレシピ 平野 レミ∥著 主婦の友社
6 炊き込みごはん 荒木 典子∥著 成美堂出版
7 無印良品子どもとすっきり暮らす収納術 主婦の友社 収納
8 江戸のヒット仕掛け人 檜山 良昭∥著 東京新聞 商業
9 みんなケンジを好きになる 土肥 美帆∥著 河出書房新社 ねこ写真集
10 乱鴉の空　弥勒シリーズ11　 あさの あつこ∥著 光文社
11 小説映画さかなのこ さかなクン∥原作 講談社
12 レペゼン母 宇野 碧∥著 講談社
13 浅草ルンタッタ 劇団ひとり∥著 幻冬舎
14 裂けた明日 佐々木 譲∥著 新潮社
15 競争の番人　2 新川 帆立∥著 講談社
16 祈りのカルテ　2 知念 実希人∥著 KADOKAWA

17 警察医の戒律 直島 翔∥[著] 角川春樹事務所

18 レッドゾーン 夏川 草介∥著 小学館
19 事件は終わった 降田 天∥著 集英社
20 クリ粥   深川駕籠シリーズ4 山本 一力∥著 祥伝社
21 あきない世傳金と銀　13 高田 郁∥著 角川春樹事務所 文庫・小説
22 タコとだいこん 伊佐 久美∥作 講談社
23 くるっとだーれ? かしわら あきお∥さく  え 主婦の友社
24 ハコフグのねがい さかなクン∥さく  え 講談社
25 まねまねどうぶつ shimizu∥作  絵 ポプラ社
26 わんわんハロウィーン 高林 麻里∥作 講談社
27 なにになれちゃう? チョー ヒカル∥著 白泉社
28 とんかつのぼうけん 塚本 やすし∥作 ポプラ社
29 わごむまつり つきおか ゆみこ∥作  絵 小峰書店
30 からっぽのにくまん まつなが もえ∥著 白泉社
31 おじゃましまーす りとう ようい∥作  絵 金の星社
32 わたしの心と体を守る本 遠見 才希子∥著 KADOKAWA 児童・性
33 本好きの下剋上 第2部2～第2部6 香月 美夜∥作 TOブックス
34 風雷きんとん　お江戸豆吉シリーズ3 桐生 環∥作 フレーベル館

小説

絵本

雄勝図書館

児童・読み物

料理



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
1 しまずかん こにし けい∥著 講談社 地理
2 SHO-TIME ジェフ  フレッチャー∥著 徳間書店 野球
3 情無連盟の殺人 浅ノ宮 遼∥著 東京創元社
4 噓つきジェンガ 辻村 深月∥著 文藝春秋
5 レッドクローバー まさき としか∥著 幻冬舎
6 わがままな選択 横山 拓也∥著 河出書房新社

7 ふしぎ駄菓子屋銭天堂18 廣嶋 玲子∥作 偕成社 児童・読み物
8 岩石・鉱物・化石 萩谷 宏∥指導  監修  執筆 小学館 児童・図鑑

№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
1 愛情たっぷり簡単!可愛い!美味しい!まいにちのお弁当 扶桑社 料理
2 たべるたべるいのちをたべる わたなべ ちみえ∥さく  え ブイツーソリューション

3 なあちゃん なでなで 山田 ゆみ子∥さく 福音館書店
4 パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田 ケイコ∥作 KADOKAWA

5 ラストで君は「まさか!」と言う　奇妙なプレゼント PHP研究所∥編 PHP研究所 児童・読み物
6 ふしぎなメリーゴーラウンド リーザ=マリー  ブルーム∥作 徳間書店 児童・海外読み物

稲川カルチャーセンター

皆瀬生涯学習センター

小説

絵本

MEMO


