
№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 女子はなぜネットを介して出会うのか 片山 千枝∥著 青弓社 インターネット

2 はたらくiPad 五藤 晴菜∥著 インプレス タブレット型端末

3 独学Photoshop Mappy Photoえりな&たじ∥著 翔泳社 Photoshop

4 図書館人への言葉のとびら 内野 安彦∥著 郵研社
5 調べ物に役立つ図書館のデータベース 小曽川 真貴∥著 勉誠出版(発売)

6 列島怪談 ナナフシギ∥著 宝島社 心霊
7 13歳からの考える練習 マツダ ミヒロ∥著 きずな出版 身上相談
8 統一教会とは何か 有田 芳生∥著 大月書店 宗教
9 歴史はなぜ必要なのか 南塚 信吾∥編 岩波書店
10 日本史を変えた偉人たちが教える3秒で相手を動かす技術 加来 耕三∥著 PHP研究所
11 『吾妻鏡』にみるここがヘンだよ!鎌倉武士 羽生 飛鳥∥著 PHP研究所
12 江戸にラクダがやって来た 川添 裕∥著 岩波書店
13 マンガもし世界が1つのクラスだったら　下 神野 正史∥監修 文響社
14 マンガもし世界が1つのクラスだったら　上 神野 正史∥監修 文響社
15 奥羽武士団 関 幸彦∥著 吉川弘文館
16 歴史をこじらせた女たち 篠 綾子∥著 文藝春秋
17 エリザベス女王 日経ナショナルジオグラフィック

18 おとなの温泉宿ベストセレクション100　2022 昭文社 国内旅行ガイド

19 女人京都 酒井 順子∥著 小学館 国内紀行
20 ソウルおとなの社会見学 大瀬 留美子∥著 亜紀書房 ソウル紀行
21 中国大陸大全 ヤンチャン∥著 KADOKAWA 中国
22 自民党の統一教会汚染 鈴木 エイト∥著 小学館 政治
23 杉原千畝とスターリン 石郷岡 建∥著 五月書房新社 ユダヤ人
24 白バイ隊員交通取り締まりとほほ日記 洋吾∥著 講談社ビーシー 交通警察
25 教えて南部先生!18歳成人Q&A 南部 義典∥著 シーアンドアール研究所 成年
26 2時間で丸わかりインボイスと消費税の基本を学ぶ 吉澤 大∥著 かんき出版 税務会計
27 メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 目黒 冬弥∥著 三五館シンシャ 銀行員
28 生活に活かす共済と保険 米山 高生∥著 保険毎日新聞社 保険
29 マンガ神トーーク1年生 星 渉∥著 宝島社 コミュニケーション

30 社会保障のトリセツ 山下 慎一∥著 弘文堂 社会保障
31 ジェンダーのとびらを開こう 村田 晶子∥著 大和書房 ジェンダー
32 家事は大変って気づきましたか? 阿古 真理∥著 亜紀書房 女性問題
33 ぼけと利他 伊藤 亜紗∥著 ミシマ社
34 人生の楽園をつくる 小野瀬 雅子∥著 PHP研究所

湯沢図書館

伝記

図書館

歴史

福祉・介護

※10月1日～10月31日に入った本です



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
35 施設長たいへんです、すぐ来てください! 柴谷 匡哉∥著 飛鳥新社 福祉・介護
36 今日から始める本気の食料備蓄 高荷 智也∥著 徳間書店 災害予防
37 福島がそこにある ロシナンテ社∥編著 解放出版社 原発
38 芸術学部　中高生のための学部選びガイド 浅野 恵子∥著 ぺりかん社
39 未来が変わる勉強法 安田 祐輔∥著 KADOKAWA

40 3～6歳考える力がぐんぐん伸びるおしゃべりゲーム かたばみ塾∥著 小学館クリエイティブ 家庭教育
41 遠野物語 柳田 國男∥著 大和書房 民俗
42 名画のドレス 内村 理奈∥著 平凡社 外国の文化
43 道草を食いながら 石毛 直道∥著 岩波書店 食文化
44 日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼 正一∥著 淡交社 祝祭日
45 権力は噓をつく スティーヴ  シャンキン∥著 亜紀書房 国防
46 元素に名前をつけるなら 江頭 和宏∥著 オーム社 元素
47 「空の科学」が一冊でまるごとわかる 白鳥 敬∥著 ベレ出版 気象
48 世にも美しい変形菌 高野 丈∥文  写真 文一総合出版 変形菌類
49 日本の美しい水族館 銀鏡 つかさ∥写真  文 エクスナレッジ 水族館
50 キリンのひづめ、ヒトの指 郡司 芽久∥著 NHK出版 解剖学
51 にっぽんのスズメ 小宮 輝之∥監修 カンゼン スズメ
52 森林浴 李 卿∥著 まむかいブックスギャラリー 自然
53 91歳の現役医師がやっている一生ボケない習慣 松原 英多∥著 ダイヤモンド社 認知症
54 ADHDを「才能」に換える生き方 武田 双雲∥著 ビジネス社 ADHD
55 テッコツ! 杉山 忠義∥著 幻冬舎メディアコンサルティング 建築
56 eバイクが欲しい 阪東 幸成∥著 ふらい人書房 電動アシスト自転車

57 スーパーカブに乗ろう ホビージャパン オートバイ
58 DIYでキャンピングカーを作る キャンプ キャンピングカー

59 よくわかるお香と線香の教科書 愛知県薫物線香商組合∥編著 三恵社 香料
60 日本酒の魅力が満杯! 白石 常介∥著 ごま書房新社

61 夜ふけの酒評 山内 聖子∥著 イースト・プレス

62 実践!はじめてのホームファイリング 長野 ゆか∥著 同文舘出版 家政
63 秋冬美しい大人の編みもの　　vol.3 ブティック社
64 セーターの編み方ハンドブック 日本ヴォーグ社

65 はじめてのナチュラルドライフラワー 吉本 博美∥著 家の光協会
66 柴田明美プレゼントしたくなるパッチワーク 柴田 明美∥[著] ブティック社
67 最高の髪型解剖図鑑 篠原 龍∥著 エクスナレッジ 美容
68 季節の手しごと保存食 大瀬 由生子∥著 春陽堂書店
69 おいしい絵本レシピ 野口 真紀∥著 福音館書店
70 みその本 飛田 和緒∥著 KADOKAWA

71 藤井恵のちょっと具合のわるいときの食事 藤井 恵∥著 婦人之友社
72 絶品パイ料理 カラム  フランクリン∥著 グラフィック社

73 学べるお菓子レシピ 理数系スイーツ 太田 さちか∥[著] マイルスタッフ

74 ムラヨシマサユキのスコーンBOOK ムラヨシ マサユキ∥著 グラフィック社

75 箸置きの世界 串岡 慶子∥著 平凡社 食器

湯沢図書館
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76 旅するインテリア 口尾 麻美∥著 ケンエレブックス インテリア
77 相棒は秋田犬 村山 二朗∥著 カンゼン
78 ネコはここまで考えている 高木 佐保∥著 慶應義塾大学出版会

79 ねこの法律とお金 渋谷 寛∥監修 ライブ・パブリッシング

80 日本マクドナルド「挑戦と変革」の経営 日本マクドナルド株式会社∥著 東洋経済新報社 飲食店
81 伝わる短文のつくり方 OCHABI Institute∥著 ビー・エヌ・エヌ 広告
82 日本の鉄道150選 交通新聞社 鉄道
83 ANA苦闘の1000日 高尾 泰朗∥著 日経BP 全日本空輸
84 もっと知りたい中国の美術 富田 淳∥監修  著 東京美術 美術
85 川崎誠二のちいさな木彫り 川崎 誠二∥著 ナツメ社 木彫
86 名画の中で働く人々 中野 京子∥著 集英社
87 世界一やばい西洋絵画の見方入門 山田 五郎∥著 宝島社
88 エリック・カール　絵本の秘密をさぐる 平凡社 エリック・カール

89 篠田桃紅　自分だけのかたちを求めて 平凡社 書道
90 やさしく学べるフルートの吹き方 町井 亜衣∥編著 自由現代社(発売) フルート
91 初心者のためのキーボード講座　2022 自由現代社編集部∥編著 自由現代社(発売) キーボード
92 中村吉右衛門舞台に生きる 中村 吉右衛門∥著 小学館 伝統芸能
93 落語演目・用語事典 稲田 和浩∥編 日外アソシエーツ 落語
94 師匠!いらしたんですか 飯尾 和樹∥著 パルコエンタテインメント事業部

95 めんどくさいロシア人から日本人へ 小原 ブラス∥著 扶桑社
96 老いてきたけど、まぁ～いっか。 野沢 直子∥著 ダイヤモンド社

97 谷保恵美のまもなく試合開始でございます 谷保 恵美∥著 ベースボール・マガジン社 千葉ロッテ・マリーンズ

98 臆病者の自転車生活 安達 茉莉子∥著 亜紀書房 サイクリング
99 おうち茶道のすすめ 水上 麻由子∥著 二見書房 茶道
100 なんでもない一日の辞典 山口 謠司∥著 WAVE出版 日本語
101 漢字の成り立ち図解 落合 淳思∥著 人文書院 漢字
102 いちばんわかりやすい俳句歳時記　春夏 辻 桃子∥著 主婦の友社
103 いちばんわかりやすい俳句歳時記　秋冬新年 辻 桃子∥著 主婦の友社
104 ポケット詩集4 田中 和雄∥編 童話屋 詩集
105 濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川 有栖∥著 KADOKAWA

106 はぐれんぼう 青山 七恵∥著 講談社
107 旅するピアノ 伊藤 正治∥著 言視舎
108 高島太一を殺したい五人 石持 浅海∥著 光文社
109 切腹屋 岩井 三四二∥著 光文社
110 首切り島の一夜 歌野 晶午∥著 講談社
111 掌に眠る舞台 小川 洋子∥著 集英社
112 イコトラベリング1948- 角野 栄子∥著 KADOKAWA

113 匿名 柿原 朋哉∥著 講談社
114 ぼくらは、まだ少し期待している 木地 雅映子∥著 中央公論新社

115 犬を盗む 佐藤 青南∥著 実業之日本社

116 クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介∥著 文藝春秋

湯沢図書館
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117 うさぎの町の殺人 周木 律∥著 実業之日本社

118 ヘルンとセツ 田渕 久美子∥著 NHK出版
119 しろがねの葉 千早 茜∥著 新潮社
120 越境刑事 中山 七里∥著 PHP研究所
121 怪盗フラヌールの巡回 西尾 維新∥著 講談社
122 本の幽霊 西崎 憲∥著 ナナロク社
123 生まれ変わっても、君でいて。 春田 モカ∥著 スターツ出版
124 新!店長がバカすぎて 早見 和真∥[著] 角川春樹事務所

125 桃太郎、エステへ行く 細川 徹∥作 東京ニュース通信社

126 愚者の階梯 松井 今朝子∥著 集英社
127 探偵と家族 森 晶麿∥著 早川書房
128 #真相をお話しします 結城 真一郎∥著 新潮社
129 鉄道小説 乗代 雄介∥著 交通新聞社
130 相棒　season20上 輿水 泰弘∥ほか脚本 朝日新聞出版

131 耳をすませば 柊 あおい∥原作 集英社
132 名乗らじ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋
133 土を喰らう十二カ月 中江 裕司∥著 朝日新聞出版

134 編めば編むほどわたしはわたしになっていった 三國 万里子∥著 新潮社 エッセイ
135 菅江真澄と伝承文学 小堀 光夫∥著 岩田書院 伝承文学
136 ホロヴィッツホラー アンソニー  ホロヴィッツ∥作 講談社
137 翼っていうのは噓だけど フランチェスカ  セラ∥著 早川書房
138 アンネの日記 小川 洋子∥著 NHK出版 文学史
139 戦争日記　鉛筆1本で描いたウクライナのある家族の日々 オリガ  グレベンニク∥著 河出書房新社 手記
140 女女問題のトリセツ 黒川 伊保子∥編著 SBクリエイティブ 新書・心理
141 新宗教と政治と金 島田 裕巳∥著 宝島社 新書・宗教
142 ウクライナ戦争の200日 小泉 悠∥著 文藝春秋 新書・ウクライナ

143 老人をなめるな 下重 暁子∥著 幻冬舎 新書・高齢者
144 記者がひもとく「少年」事件史 川名 壮志∥著 岩波書店 新書・少年犯罪

145 小学生でも解ける東大入試問題 西岡 壱誠∥著 SBクリエイティブ 新書・大学受験ガイド

146 昆虫学者、奇跡の図鑑を作る 丸山 宗利∥著 幻冬舎 新書・昆虫
147 人生を豊かにしたい人のための日本酒 近藤 淳子∥著 マイナビ出版 新書・日本酒
148 買うと一生バカを見る投資信託 荻原 博子∥著 宝島社 新書・投資信託

149 秘蔵映像でよみがえる日本の廃線50 NHK「にっぽんの廃線」制作班∥[編] 祥伝社 新書・鉄道
150 落語の凄さ 橘 蓮二∥著 PHP研究所 新書・落語
151 歩きながら考える ヤマザキ マリ∥著 中央公論新社 新書・エッセイ

152 安藤昌益再発見 石渡 博明∥著 花伝社 郷土資料・思想

153 安倍・清原氏の巨大城栅 浅利 英克∥著 吉川弘文館 郷土資料・歴史

154 愚者のうた 柴田 鉄郎∥著 イズミヤ出版 郷土資料・詩歌

155 Off to the park! illustrated by Stephen Cheetham Child's Play

156 Off to the beach! illustrated by Cocoretto Child's Play (International)

157 あずきがゆばあさんととら ペク ヒナ∥絵 偕成社

文庫・小説

絵本

小説

湯沢図書館

海外小説



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
158 1まいのがようし 長坂 真護∥[作] あかね書房
159 海に生きる!ウミガメの花子 黒部 ゆみ∥写真  文 偕成社
160 エルマーのたんじょうび? デビッド  マッキー∥ぶんとえ BL出版
161 おいしいおやつをくださいな 大塚 たえこ∥さく 福音館書店
162 おおきなありがとう きたむら えり∥さく 福音館書店
163 おいしかった おいしかった 岡本 良雄∥さく 福音館書店
164 おまえたち、くっちゃうぞ～! ジョン  ヘア∥さく 岩崎書店
165 じめんがふるえるだいちがゆれる かこ さとし∥絵と文 農山漁村文化協会

166 ささやくかぜうずまくかぜ かこ さとし∥絵と文 農山漁村文化協会

167 かなとおばあちゃん 安江 リエ∥さく 福音館書店
168 ひをふくやまマグマのばくはつ かこ さとし∥絵と文 農山漁村文化協会

169 あめ、ゆき、あられ、くものいろいろ かこ さとし∥絵と文 農山漁村文化協会

170 きょうはふっくらにくまんのひ メリッサ  イワイ∥作 偕成社
171 きりちゃんだあれ? すずき まこと∥げんさく 三恵社
172 クジラの進化 水口 博也∥文 講談社
173 ぐるんぱのようちえん 西内 ミナミ∥さく 福音館書店
174 ケンカオニ 富安 陽子∥文 福音館書店
175 さわってたのしいレリーフブックおかしのどうぶつえん 村山 純子∥著 小学館
176 しかくいののじかん パメラ  ポール∥ぶん イマジネイション・プラス

177 しんやくんのマラカス 石川 えりこ∥さく 福音館書店
178 スプーンのおうじさま 黒﨑 美穂∥文 福音館書店
179 ぞうさんのおてがみ 飯島 敏子∥原作 ひかりのくに
180 日本の神話えほん3　いなばのしろうさぎ ふしみ みさを∥文 岩崎書店
181 日本の神話えほん4　うみさちひこやまさちひこ ふしみ みさを∥文 岩崎書店
182 野ばらの村のおひっこし ジル  バークレム∥作  絵 出版ワークス
183 橋の上で 湯本 香樹実∥文 河出書房新社

184 はばたけ!バンのおにいちゃん とうごう なりさ∥作 出版ワークス
185 バジとばじくん 松丘 コウ∥作  絵 フレーベル館
186 ひとがみたらカエルになあれ いもと ようこ∥文  絵 金の星社
187 びんにいれてごらん デボラ  マルセロ∥作 光村教育図書

188 びんからだしてごらん デボラ  マルセロ∥作 光村教育図書

189 ピカチュウとよるのたんけん まつお りかこ∥作 小学館
190 ふゆのコートをつくりに 石井 睦美∥文 ブロンズ新社

191 まるがいいっ 林 木林∥作 小さい書房
192 まよなかの魔女たち エイドリアン  アダムズ∥作  絵 徳間書店
193 みんな みてみて 入村 定子∥さく 福音館書店
194 麦畑のみはりばん ベス  フェリー∥文 化学同人
195 めがねどろぼう 桂 文我∥ぶん BL出版
196 ヨルとよる あさの ますみ∥作 教育画劇
197 らいおん はしった 工藤 直子∥さく 福音館書店
198 レイチェル・カーソン物語 ステファニー  ロス  シソン∥文  絵 西村書店

絵本

湯沢図書館



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
199 わすれないでね ジーン  ウィリス∥文 小学館
200 わらって わにさん 水野 翠∥さく 福音館書店
201 超特大なぞなぞウルトラ大冒険3515問! 平目 きらり∥作 西東社 児童・なぞなぞ

202 池上彰と学ぶ「お金」と「社会」の学校　1～2 池上 彰∥監修 学研プラス
203 お金RPG　1巻～2巻 あんびる えつこ∥監修 学研プラス
204 これならわかる!SDGsのターゲット169徹底解説 稲葉 茂勝∥著 ポプラ社
205 やさしくわかる17の目標SDGsおはなし絵本　1～5 松葉口 玲子∥監修 学研プラス
206 「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空 幸星∥著 河出書房新社 児童・自殺
207 世界の魔よけ図鑑 三国 信一∥監修 岩崎書店 児童・魔よけ
208 発見!日本一周妖怪めいろ'　くらしの巻 伊藤 まさあき∥絵 汐文社
209 発見!日本一周妖怪めいろ　自然の巻 伊藤 まさあき∥絵 汐文社
210 発見!日本一周妖怪めいろ　名所の巻 伊藤 まさあき∥絵 汐文社
211 はじめてのオニずかん 飯倉 義之∥監修 スタジオタッククリエイティブ 児童・鬼
212 知らなかった!おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎 英明∥監修 岩崎書店 児童・胎児
213 みんなでまなぼう認知症のこと　1～3 平野 成樹∥監修 汐文社 児童・認知症
214 女子も!男子も!生理を知ろう　1～3 宋 美玄∥監修 汐文社 児童・生理
215 Look, I'm an engineer DK Pub. 児童・工学（洋書）

216 はじめての宇宙旅行ガイド　1 寺薗 淳也∥監修 フレーベル館 児童・宇宙旅行

217 未来が広がる最新ロボット技術　1～3 古田 貴之∥監修 汐文社 児童・ロボット

218 今日からやろうお手伝いはわたしの仕事　1～3 寺西 恵里子∥作 汐文社 児童・お手伝い

219 Look, I'm a cook DK Pub. 児童・料理（洋書）

220 牛乳パックでこんなにできる!わくわく☆クッキング 寺西 恵里子∥作 汐文社
221 ジブリの食卓となりのトトロ スタジオジブリ∥監修 主婦の友社
222 だいどころのたね ひさかたチャイルド 児童・たね
223 おいしい魚ずかん 上田 勝彦∥監修 金の星社 児童・魚類
224 作って発見!西洋の美術 音 ゆみ子∥著  工作 東京美術 児童・絵画
225 図画工作deたのしい作品づくり 紙そめ 柴田 芳作∥監修 国土社 児童・紙そめ
226 おいでよ!レゴのいえ 水島 ぱぎい∥日本語版訳 ポプラ社
227 しゅっぱつ!レゴのくるま 鴨志田 恵∥日本語版訳 ポプラ社
228 羽生善治のこども将棋入門序盤の指し方 羽生 善治∥監修 池田書店
229 羽生善治のこども将棋入門終盤の勝ち方 羽生 善治∥監修 池田書店
230 難攻不落の迷路 香川 元太郎∥作  絵 PHP研究所 児童・迷路
231 タイピングにやくだつはじめてのローマ字　3 大門 久美子∥編著 汐文社 児童・ローマ字

232 3分間サバイバル　有罪か無罪か?常識の死角 粟生 こずえ∥作 あかね書房
233 三まいのはがき おくやま ゆか∥さく 福音館書店
234 はりねずみのルーチカ11　ちいさな夜の音楽会 かんの ゆうこ∥作 講談社
235 算数パズル王国を救え!2　魔方陣と恋のラビリンス 北森 ちえ∥作 国土社
236 千に染める古の色 久保田 香里∥著 アリス館
237 3分間ミステリー　かくされた意味に気がつけるか? 3つのトリック 黒 史郎∥著 ポプラ社
238 図書室の奥は恋する?相談室 櫻井 とりお∥著 PHP研究所
239 黒紙の魔術師と白銀の龍　【講談社児童文学新人賞】 鳥美山 貴子∥著【湯沢市在住】 講談社

児童・料理

児童・妖怪

絵本

児童・玩具

児童・お金

児童・SDGｓ

湯沢図書館

児童・将棋

児童・読み物



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
240 電車で行こう!　37　フリーきっぷで乗りたおせ! 豊田 巧∥作 集英社
241 電車で行こう!　38　特急あずさと秘密のミッション! 豊田 巧∥作 集英社
242 おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー 仁科 幸子∥作 あすなろ書房

243 ラベンダーとソプラノ 額賀 澪∥作 岩崎書店
244 カトリと眠れる石の街 東 曜太郎∥著 講談社
245 ガリレオの事件簿2　幽体離脱の謎を追え 東野 圭吾∥著 文藝春秋
246 箱の中のホワイトデイズ 三野 誠子∥作 国土社
247 記憶の引き出し 水溜 眞乃介∥著 文芸社
248 なりたいわたし 村上 しいこ∥作 フレーベル館
249 ぼくたちはまだ出逢っていない 八束 澄子∥[著] ポプラ社
250 マスク越しのおはよう 山本 悦子∥著 講談社
251 おばけのひみつきち 吉田 純子∥作 あかね書房
252 こどもに聞かせる一日一話 福音館書店「母の友」編集部∥編 福音館書店
253 父さんのゾウ ピーター  カーナバス∥作 文研出版
254 ピノピノよもうよ　いちごたべすぎ! ロベルト  ピウミーニ∥原作 学研プラス

№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 親の「聴き方」ひとつで失敗に負けない子が育つ 田嶋 英子∥著 青春出版社 家庭教育
2 目が覚める理系の話365 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 理系
3 マンガでわかる中高年のADHD・ASD生きづらさ克服ガイド 福西 勇夫∥著 法研 ADHD
4 家族が「うつ」になって、不安なときに読む本 下園 壮太∥著 日本実業出版社 うつ
5 きくち体操「心」の教室 菊池 和子∥著 青春出版社 体操
6 ボトムス全書 ブティック社 衣服
7 はじめてでもできるワンポイント刺しゅうBOOK 日本ヴォーグ社 手芸
8 脱白髪染めのはじめかた 伊熊 奈美∥著 グラフィック社 美容
9 うますぎッ!太らないごはん 経塚 翼∥著 KADOKAWA

10 ワインつまみ 平野 由希子∥著 池田書店
11 料理研究家・藤井恵 オレンジページ

12 レンチンだけで絶品おかず302 主婦の友社∥編 主婦の友社
13 おばあめし 大迫知信&おばあ∥著 清流出版
14 彩りきれいなアイシングクッキー melody∥著 成美堂出版
15 invert　2 相沢 沙呼∥著 講談社
16 あなたへの挑戦状 阿津川 辰海∥著 講談社
17 奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久∥著 光文社
18 ペットショップ無惨 石田 衣良∥著 文藝春秋
19 喫茶とまり木で待ち合わせ 沖田 円∥著 実業之日本社

20 マル暴ディーヴァ 今野 敏∥著 実業之日本社

21 イオカステの揺籃 遠田 潤子∥著 中央公論新社

22 仕掛島 東川 篤哉∥著 東京創元社
23 やっかいな食卓 御木本 あかり∥著 小学館
24 いけない　2 道尾 秀介∥著 文藝春秋

児童・海外読み物

料理

雄勝図書館

湯沢図書館

児童・読み物

小説



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
25 ケーキの切れない非行少年たちのカルテ 宮口 幸治∥著 新潮社 新書・少年犯罪

26 おばけちゃんだぁれ? umao∥さく ケンエレブックス

27 いろいろのりもののりたいな おおで ゆかこ∥作 アリス館
28 ひみつのえんそく かわしま えつこ∥作 童心社
29 ゆめぎんこう おじいちゃんのおともだち コンドウ アキ∥著 白泉社
30 ぱっかーん! 砂糖 ゆき∥さく エンブックス
31 くすぐってごらんおうむくん ニコ  シュテルンバウム∥さく サンマーク出版

32 そうなのよ 内田 麟太郎∥文 絵本館
33 よるのやおやさん 穂高 順也∥文 文溪堂
34 ねずみさんのパンツ tupera tupera∥作 ブロンズ新社

35 あのこ 樋勝 朋巳∥作 ブロンズ新社

36 おイモだ、ほい! 服部 千春∥作 岩崎書店
37 イラストでわかる日本の歴史じてん 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 児童・歴史
38 こども労働法 山下 敏雅∥共著 日本法令 児童・労働
39 友だちのこまったがわかる絵本 WILLこども知育研究所∥編  著 金の星社 児童・生活
40 すごすぎる身近な植物の図鑑 鈴木 純∥著 KADOKAWA 児童・植物
41 こはなへようこそ! 落合 由佳∥著 PHP研究所
42 おばけとしょかん 斉藤 洋∥作 講談社

№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 死に方がわからない 門賀 美央子∥著 双葉社 高齢者
2 究極の疲れない脳 内野 勝行∥著 アチーブメント出版 医学
3 古着で作るぬいぐるみ 金森 美也子∥著 産業編集センター 手芸
4 かんむり 彩瀬 まる∥著 幻冬舎
5 ハヤブサ消防団 池井戸 潤∥著 集英社
6 れんげ出合茶屋 泉 ゆたか∥著 双葉社
7 悲鳴だけ聞こえない 織守 きょうや∥著 双葉社
8 レジデンス 小野寺 史宜∥著 KADOKAWA

9 夏日狂想 窪 美澄∥著 新潮社
10 爆弾犯と殺人犯の物語 久保 りこ∥著 双葉社
11 屋久島トワイライト 樋口 明雄∥著 山と溪谷社
12 お母ちゃんの鬼退治 小手鞠 るい∥作 偕成社 エッセイ
13 くまさんとどんぐり 増田 純子∥さく 福音館書店 絵本
14 ひみつの地下図書館3 アビー  ロングスタッフ∥作 ほるぷ出版 児童・読み物

№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 シルバー川柳12 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社 川柳
2 リバー 奥田 英朗∥著 集英社 小説
3 くまさんとどんぐり 増田 純子∥さく 福音館書店 絵本

小説

稲川カルチャーセンター

皆瀬生涯学習センター

絵本

児童・読み物

雄勝図書館


