
№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 「専門家」とは誰か 村上 陽一郎∥編 晶文社 学問
2 眞野先生。本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント? 眞野 節雄∥監修 DBジャパン 資料保存

3 東京国立博物館 東京国立博物館∥編 吉川弘文館 博物館

4 ジャーナリストたち 前田 朗∥ｲﾝﾀｳﾞｭｱｰ 三一書房 ジャーナリスト

5 このゲームにはゴールがない 古田 徹也∥著 筑摩書房 哲学
6 兄弟姉妹の心理学 根本 裕幸∥著 WAVE出版
7 攻撃する人の心理がわかる本 高品 孝之∥著 自由国民社

8 魔女の手引書 ﾌﾞﾘｼﾞｯﾄ ﾋﾞｭﾗｰﾙ=ｺﾙﾄﾞｰ∥著 グラフィック社 おまじない

9 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典　2023～2024年版 たまごクラブ∥編 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 名付け
10 信じる者は、ダマされる。 多田 文明∥著 清談社Publico

11 統一教会との闘い 山口 広∥著 旬報社
12 梵字のきほん 橋本 秀範∥監修 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 梵字
13 ならば、マンガで説明しよう!聖書 柴田 のぞみ∥漫画 Gakken 聖書
14 ジオ・ヒストリア 茂木 誠∥著 笠間書院 世界史
15 逆説の日本史27 井沢 元彦∥著 小学館
16 風土記博物誌 三浦 佑之∥著 岩波書店
17 武士とは何か 呉座 勇一∥著 新潮社
18 家康はなぜ乱世の覇者となれたのか 安部 龍太郎∥著 NHK出版
19 天路の旅人 沢木 耕太郎∥著 新潮社 伝記
20 温泉百名山 飯出 敏夫∥著 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 温泉
21 るるぶ冬の北海道2022 JTBパブリッシング

22 お江戸・東京 坂タモリ'　港区編 タモリ∥写真 著 ART NEXT
23 ダイナミックな自然とレトロかわいい町ハワイ島へ 三谷 かおり∥著 イカロス出版 海外旅行ガイド

24 迷える東欧 三木 幸治∥著 毎日新聞出版 社会
25 はてなの国際法 岩本 誠吾∥著 晃洋書房 国際法
26 太陽の子 三浦 英之∥著 集英社 難民
27 年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和5年3月15日締切分 山本 宏∥監修 技術評論社 確定申告
28 楽しい!2拠点生活 森永 卓郎∥著 世界書院 ライフスタイル

29 過疎の山里にいる普通なのに普通じゃないすごい90代 池谷 啓∥著 すばる舎 高齢者
30 フリースクールを考えたら最初に読む本 石井 志昻∥著 主婦の友社 フリースクール

31 「特攻」を子どもにどう教えるか 山元 研二∥著 高文研 戦争
32 情報学部 漆原 次郎∥著 ぺりかん社 大学
33 逆転合格90日プログラム 篠原 好∥著 ダイヤモンド社 大学受験
34 一生頭がよくなり続けるすごい脳の使い方 加藤 俊徳∥著 サンマーク出版 勉強法

湯沢図書館

心理学

宗教

歴史

国内旅行ガイド

※11月1日～11月30日に入った本です



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
35 科学的に正しい子育ての新常識 ﾒﾘﾝﾀﾞ ｳｪﾅｰ ﾓｲﾔｰ∥著 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 家庭教育
36 民具のデザイン図鑑 武蔵野美術大学民俗資料室∥編 誠文堂新光社 民具
37 村八分 礫川 全次∥著 河出書房新社 民俗
38 遊廓・花柳界・ダンスホール・カフェーの近代史 小針 侑起∥著 河出書房新社 遊郭
39 選ばれる女がやっていること ﾗﾄﾅ ｻﾘ ﾃﾞｳﾞｨ ｽｶﾙﾉ∥著 Clover出版 マナー
40 ひどい民話を語る会 京極 夏彦∥著 KADOKAWA 民話
41 有事、国民は避難できるのか 日本安全保障戦略研究所∥編著 国書刊行会 防衛
42 集中豪雨と線状降水帯 加藤 輝之∥著 朝倉書店 気象
43 日本の絶滅危惧生物図鑑 岩槻 邦男∥編 丸善出版 生き物
44 作ろう!フライドチキンの骨格標本 志賀 健司∥著 緑書房 骨
45 フローチャートコロナ後遺症漢方薬 新見 正則∥著 新興医学出版社 漢方薬
46 私の半分はどこから来たのか 大野 和基∥著 朝日新聞出版

47 キラリさんの病気やケガのときはどうするの? 読書工房∥編著 国土社
48 成長戦略としての「新しい再エネ」 山口 豊∥著 山と溪谷社 エネルギー
49 「電気、マジわからん」と思ったときに読む本 田沼 和夫∥著 オーム社 電気
50 地熱エネルギーの疑問50 日本地熱学会∥編 成山堂書店 地熱
51 経営の本質 神山 治貴∥著 ダイヤモンド社 経営
52 日本全国日本酒でめぐる酒蔵&ちょこっと御朱印 東日本編 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 清酒
53 旬のカレンダー 旬の暮らしをたのしむ会∥著 ダイヤモンド社 旬
54 ハンドメイドのミニ財布 日本ヴォーグ社

55 風工房の好きを編むニット 風工房∥著 ブティック社

56 she is matilda.365日ドライフラワーのある風景 山下 有世∥著 日東書院本社

57 一生モノの人生スキンケア mimi∥著 光文社 美容
58 おひとりさま薬膳 麻木 久仁子∥著 光文社
59 ニューワンパンレシピ 上田 淳子∥著 主婦の友社
60 一生使えるスープと汁もの大全 吉澤 まゆ∥著 池田書店
61 “だし”を使わなくてもおいしい煮もの 吉田 愛∥著 主婦と生活社

62 ええかげん論 土井 善晴∥著 ミシマ社
63 あんこのお菓子 金塚 晴子∥著 マイナビ出版

64 ケーキ　暮らしの図鑑 フジノ シン∥著 翔泳社
65 渡辺麻紀のお茶菓子レシピ 渡辺 麻紀∥著 文化学園文化出版局

66 ウシのげっぷを退治しろ 大谷 智通∥著 旬報社 ウシ
67 短いのに感じがいいメールが悩まず書ける本 亀井 ゆかり∥著 日本実業出版社 メール
68 はじめての全部スマホでできる!ヤフオク! 吉岡 豊∥著 秀和システム ヤフオク
69 知られざる国鉄遺産“エキナカ” 高木 豊∥著 日刊工業新聞社 駅
70 土偶美術館 小川 忠博∥写真 平凡社
71 迷路のまちの小さな美術館の挑戦 佐藤 秀司∥著 千十一編集室

72 疲れた人に夜食を届ける出前店 中山 有香里∥著 KADOKAWA
73 ベルサイユのばらアニバーサリーブック 池田 理代子∥著 集英社
74 川瀬巴水探索 川瀬巴水とその時代を知る会∥編 文学通信 絵画
75 めでる張り子 アトリエおはよう∥著 文化学園文化出版局 紙工芸

湯沢図書館

美術館

コミック

医学

手芸

料理

お菓子



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
76 『男はつらいよ』、もう一つのルーツ 吉村 英夫∥著 大月書店 映画
77 思い、思われ、食べ、ぼる塾。 ぼる塾∥著 小学館 タレント
78 羽生結弦飛躍の原動力 AERA編集部∥編 朝日新聞出版 ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ
79 花札を初めてやる人の本 大石天狗堂∥監修 つちや書店 花札
80 五〇人の作家たち 岡山 典弘∥著 新典社 作家
81 ポケット詩集　2・3 田中 和雄∥編 童話屋 詩集
82 烏の緑羽　八咫烏シリーズ2-3 阿部 智里∥著 文藝春秋
83 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人∥著 双葉社
84 金環日蝕 阿部 暁子∥著 東京創元社
85 小説家の一日 井上 荒野∥著 文藝春秋
86 悪と無垢 一木 けい∥著 KADOKAWA
87 葵のしずく 奥山 景布子∥著 文藝春秋
88 なんとかしなくちゃ。青雲編 恩田 陸∥著 文藝春秋
89 京都四条月岡サヨの板前茶屋 柏井 壽∥著 講談社
90 ばくうどの悪夢 澤村 伊智∥著 KADOKAWA
91 憐憫 島本 理生∥著 朝日新聞出版

92 十三夜の焰 月村 了衛∥著 集英社
93 川のほとりに立つ者は 寺地 はるな∥著 双葉社
94 小さき王たち第3部 堂場 瞬一∥著 早川書房
95 老人ホテル 原田 ひ香∥著 光文社
96 アオハルリセット 丸井 とまと∥著 スターツ出版

97 女の敵には向かない職業 水生 大海∥著 光文社
98 ビブリオフィリアの乙女たち 宮田 眞砂∥著 星海社
99 オメガ城の惨劇 森 博嗣∥著 講談社
100 サブスクの子と呼ばれて 山田 悠介∥著 河出書房新社
101 遺跡発掘師は笑わない　15・16 桑原 水菜∥著 KADOKAWA
102 超短編!ラブストーリー大どんでん返し 森 晶麿∥著 小学館
103 月夜の羊　紅雲町珈琲屋こよみ9 吉永 南央∥著 文藝春秋
104 アロハで酒場へ なぎら 健壱∥著 双葉社
105 とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子∥著 NHK出版
106 無人島のふたり 山本 文緒∥著 新潮社 手記
107 わたしのペンは鳥の翼 古屋 美登里∥訳 小学館
108 木曜殺人クラブ2 ﾘﾁｬｰﾄﾞ ｵｽﾏﾝ∥著 早川書房
109 いきている山 ﾅﾝ ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ∥著 みすず書房 海外紀行
110 プーチン戦争の論理 下斗米 伸夫∥著 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 新書・国際関係

111 寿命が尽きる2年前 久坂部 羊∥著 幻冬舎 新書・医学
112 北方風土　79～81 北方風土社∥編 イズミヤ出版 郷土・逐次刊行物

113 心に情唇に鬼 内館 牧子∥著 秋田魁新報社
114 心に情唇に鬼　続 内館 牧子∥著 秋田魁新報社

115 あくたれラルフのクリスマスプレゼント
ｼﾞｬｯｸ ｶﾞﾝﾄｽ∥さく
ﾆｺｰﾙ ﾙｰﾍﾞﾙ∥え
こみや ゆう∥やく

出版ワークス

116 あきのおわりのてんこうせい ｼﾞｬﾝ-ﾘｭｯｸ ｱﾝｸﾞﾙﾍﾞｰ
ﾙ∥さく ｲﾏｼﾞﾈｲｼｮﾝ･ﾌﾟﾗｽ

湯沢図書館

文庫・小説

エッセイ

海外小説

郷土・エッセイ

小説

絵本



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
117 いいおへんじできるかな きむら ゆういちさく 偕成社
118 いいこでねんねできるかな きむら ゆういち∥さく 偕成社
119 いただきますあそび きむら ゆういち∥さく 偕成社
120 いないいないばああそび きむら ゆういち∥さく 偕成社
121 おきがえあそび きむら ゆういち∥さく 偕成社
122 かってもまけてもいいんだよ ｵｰﾚﾘｰ ｼｱﾝ ｼｮｳ ｼｰﾇ

∥ぶん え 主婦の友社
123 カモンダメダメモンスター 月曜のマミンカ∥著 みらいﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

124 きょうりゅうバスでがっこうへ リウ スーユエン∥文 世界文化ブックス

125 くまの子ウーフのたからもの 神沢 利子∥作 ポプラ社
126 この本はよまれるのがきらい ﾀﾞﾋﾞｯﾄ ｻﾝﾃﾞﾝ∥作 すばる舎
127 こちょこちょあそび きむら ゆういち∥さく 偕成社
128 ごあいさつあそび きむら ゆういち∥さく 偕成社
129 ごちゃまぜカメレオン ｴﾘｯｸ ｶｰﾙ∥さく 偕成社
130 シャンプーだいすき きむら ゆういち∥さく 偕成社
131 たっちだいすき　大型絵本（36㎝×36㎝） 聞かせ屋。けいたろう∥文 アリス館
132 たべもののまちABCity こた∥さく え 小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

133 ちいさいフクロウとクリスマスツリー ｼﾞｮﾅ ｳｨﾝﾀｰ∥文 鈴木出版
134 月夜の晩のとおり雨 大野 隆介∥作 ロクリン社
135 どきどきキッチンサーカス 石津ちひろ∥文 山村浩二∥絵 福音館書店
136 ドタバタ・クリスマス ｽﾃｨｰｳﾞﾝ ｸﾛｰﾙ∥作 好学社
137 にだんべっど 斉藤 倫∥作 あかね書房
138 はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう!　大型絵本（36㎝×36㎝） くぼ まちこ∥著 アリス館
139 はやくおきちゃった ｻﾜｲ ﾜﾀﾙ∥さく え ビルボ
140 はみがきあそび きむら ゆういち∥さく 偕成社
141 ひとりでうんちできるかな きむら ゆういち∥さく 偕成社
142 みち 三浦 太郎∥作 あすなろ書房
143 きんのストロー みずかみ かずよ∥詩 国土社
144 ゆきのげきじょう 荒井 良二∥作 小学館
145 よるのあいだに… ﾎﾟﾘｰ ﾌｪｲﾊﾞｰ∥文 BL出版
146 小学生の教養大事典 佐藤 優∥監修 きずな出版 児童・事典
147 おんなのこのでんきえほん 堀米 薫∥著 西東社
148 黒田長政　コミック版日本の歴史83 加来耕三∥企画 構成 監修 ポプラ社
149 食べるスポーツ フードファイターの挑戦 小林 尊∥著 偕成社
150 理系の職場4　国立科学博物館のしごと こどもくらぶ∥編 同友館 児童・科学
151 はじめての動物地理学 増田 隆一∥著 岩波書店 児童・動物
152 ピタゴラじゃんけん装置QRブック　ゴラの巻 佐藤 雅彦∥著 小学館 児童・工作
153 未来の食べもの大研究 石川 伸一∥監修 PHP研究所 児童・環境問題

154 動画で完全マスター!小学生のミニバスケットボール上達のポイント50 菅原 恭一∥監修 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 児童・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

155 おぼえようバレーボールのルール 小柴 滋∥著 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ社 児童・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

156 ディエゴ・マラドーナ　学習まんが世界の伝記NEXT 千田 純生∥まんが 集英社
157 マンガでわかる!REGATEドリブル塾が教える超少年サッカー講座 タクヤ∥著 KADOKAWA

湯沢図書館

児童・伝記

絵本

児童・サッカー



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
158 羽生善治のこども将棋入門中盤の戦い方 羽生 善治∥監修 池田書店 児童・将棋
159 中学生の語彙力アップ1700 ｴﾃﾞｨｯﾄ語彙力研究会∥著 リベラル社 児童・日本語
160 にわか魔女のタマユラさん 伊藤 充子∥作 偕成社
161 ヘビくんブランコくん おおぎやなぎ ちか∥作 アリス館
162 私立探検家学園1　はじまりの島で 斉藤 倫∥著 福音館書店
163 すずめの戸締まり 新海 誠∥作 KADOKAWA
164 浮遊館2　館の秘密 たかはし みか∥作 Gakken
165 ナナカラやまものがたり1　くまおばあちゃんのジャム どい かや∥作 あすなろ書房
166 ナナカラやまものがたり2　ねこのかぞくのおはなし どい かや∥作 あすなろ書房
167 ナナカラやまものがたり3　コジュケイふうふのちいさないえ どい かや∥作 あすなろ書房
168 走れ!家出犬ジェイ 本田 有明∥作 金の星社
169 ホカリさんとふゆのおくりもの はせがわ さとみ∥作 文溪堂
170 願いがかなう自動はんばいき のらねこライセンス 山口 タオ∥作 童心社
171 リパの庭づくり 福井 さとこ∥作  絵 のら書店
172 名探偵ポアロ ポアロのクリスマス ｱｶﾞｻ ｸﾘｽﾃｨｰ∥著 早川書房
173 スノーマン クリスマスのお話 ﾏｲｹﾙ ﾓｰﾊﾟｰｺﾞ∥作 評論社

№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 るるぶ桃太郎電鉄 JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 国内旅行ガイド

2 ズルい言い換え事典 齊藤 勇∥監修 日本文芸社 人間関係

3 ぽっちゃりさんもいろいろ気にせず着たい服 月居 良子∥著 文化学園文化出版局 手芸
4 感動のサッとごはん さっと∥著 KADOKAWA

5 ご自愛レシピ 野本 弥生∥著 WAVE出版
6 ごはんに化けるズルイおつまみ 藤岡 操∥著 EDITORS
7 感動のてぬき冷凍レシピ 冷凍子ママ∥著 KADOKAWA

8 ラテアート&デザインカプチーノ上達BOOK 篠崎 好治∥監修 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ

9 ふたりではじめるおいしい妊活レシピ はらﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ∥監修 大泉書店
10 ゴルゴCAMP2 さいとう たかを∥原作 小学館 キャンプ
11 変な絵 雨穴∥著 双葉社
12 世界の望む静謐 倉知 淳∥著 東京創元社
13 きみが忘れた世界のおわり 実石 沙枝子∥著 講談社
14 プリテンド・ファーザー 白岩 玄∥著 集英社
15 機械仕掛けの太陽 知念 実希人∥著 文藝春秋
16 鬼人幻燈抄11　昭和編　花街夢灯籠 中西 モトオ∥著 双葉社
17 クリスマスのおとしもの えがしら みちこ∥作 講談社
18 おうちくん カワダ クニコ∥作 303 BOOKS

19 まてまてまくら たごもり のりこ∥作 文研出版
20 オムライスッス ケロポンズ∥作 主婦の友社
21 ぼくんちのおべんとう 志茂田 景樹∥作 新日本出版社

22 せかいでいちばんおおきなネコ 風木 一人∥作 絵本塾出版
23 へいおまち! 彦坂 有紀∥作 講談社

雄勝図書館

湯沢図書館

絵本

児童・読み物

児童・海外読み物

料理

小説



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
24 くまの子ウーフのたからもの 神沢 利子∥作 ポプラ社
25 ふんがふんが おおなり 修司∥文 絵本館
26 しんかんせんのひみつずかん 溝口 イタル∥え 交通新聞社
27 なんのかげ?どうぶつ? やまがた しょうへい∥さく え ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

28 保護ねこ活動ねこかつ! 高橋 うらら∥著 岩崎書店 児童・ペット
29 すごすぎる色の図鑑 ingectar‐e∥著 KADOKAWA 児童・色
30 アニメコミックおしりたんてい13 ポプラ社 児童・コミック

31 ようかいとりものちょう乙16 大崎 悌造∥作 岩崎書店
32 ごはん食べにおいでよ 小手鞠 るい∥作 講談社
33 浮遊館2　館の秘密 たかはし みか∥作 Gakken

№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 人生が変わる大人の独学記憶術 池田 義博∥著 KADOKAWA 記憶
2 障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策 鹿野 佐代子∥著 翔泳社 福祉
3 人は死ねない 奥 真也∥著 晶文社

4 気象病ハンドブック 久手堅 司∥著 誠文堂新光社

5 水底のスピカ 乾 ルカ∥著 中央公論新社

6 光のとこにいてね 一穂 ミチ∥著 文藝春秋
7 老害の人 内館 牧子∥著 講談社
8 豪球復活 河合 莞爾∥著 講談社

9 清浄島 河崎 秋子∥著 双葉社
10 君といた日の続き 辻堂 ゆめ∥著 新潮社
11 小さき王たち 第3部 堂場 瞬一∥著 早川書房
12 不知火判事の比類なき被告人質問 矢樹 純∥著 双葉社
13 「神様」のいる家で育ちました 菊池 真理子∥著 文藝春秋 手記
14 ぴーぴーばっくしまーす 片山 健∥作 福音館書店
15 わくわくどうぶつアパート ﾏﾘｱﾝﾇ ﾃﾞｭﾌﾞｸ∥作 光村教育図書

16 サンタさんのゆめ・トナカイさんのゆめ 西島 三重子∥文 中央公論新社

17 小学生なら知っておきたいもっともっと教養366 齋藤 孝∥著 小学館 児童・教養
18 小学生なら声に出したい音読366 齋藤 孝∥著 小学館 児童・音読

№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 闇の聖域 佐々木 譲∥著 KADOKAWA 小説
2 こぶたちゃん どうしたの？ 飯野 和好 ∥さく 福音館書店
3 ゆきゆきだいすき うえむら あいこ∥え 小学館
4 それで、いい! 礒 みゆき∥作 ポプラ社
5 ある日、ぼうしをかぶったら みとみ とみ∥作 国土社

稲川カルチャーセンター

皆瀬生涯学習センター

雄勝図書館

絵本

児童・読み物

絵本

児童・読み物

絵本

小説

医学


