
№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 非正規雇用職員セミナー「図書館で働く女性非正規雇用職員」講演録 日本図書館協会非正規雇用職員に
関する委員会∥編 日本図書館協会 図書館員

2 読書道楽 鈴木 敏夫∥著 筑摩書房 読書
3 東北の古本屋 折付 桂子∥[著] 文学通信 本屋
4 いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか 立花 隆∥著 SBクリエイティブ 新書・全集
5 神様仏様とつながるための基本の「き」 桜井 識子∥著 PHP研究所 神様
6 老害の壁 和田 秀樹∥著 エクスナレッジ 人生訓
7 統一教会何が問題なのか 文藝春秋∥編 文藝春秋 新書・宗教
8 比叡山大阿闍梨 心を掃除する 光永 圓道∥著 小学館 仏教
9 人間のはじまりを生きてみる チャールズ  フォスター∥著 河出書房新社 世界史
10 徳川時代はそんなにいい時代だったのか 小谷野 敦∥著 中央公論新社

11 中国全史　上・下 マイケル  ウッド∥著 河出書房新社

12 笑え!ドイツ民主共和国 伸井 太一∥著 教育評論社 ドイツ
13 古代エジプトの日常生活 ドナルド  P.ライアン∥著 原書房 エジプト
14 フリチョフ・ナンセン 新垣 修∥著 太郎次郎社エディタス 伝記
15 字の大きなアトラス日本地図帳 平凡社∥編 平凡社
16 るるぶ茨城23 JTBパブリッシング

17 乙女の東京案内 甲斐 みのり∥著 左右社
18 NHKカールさんとティーナさんの古民家村だより NHK「カールさんとティーナさんの

古民家村だより」取材班∥著 主婦と生活社

19 るるぶ南紀白浜伊勢志摩23 JTBパブリッシング

20 岡山・倉敷23 昭文社
21 るるぶ熊本阿蘇天草23 JTBパブリッシング

22 るるぶソウル23 JTBパブリッシング 海外旅行ガイド

23 文藝春秋オピニオン2023年の論点100 文藝春秋 論文
24 バカにつける薬はない 池田 清彦∥[著] KADOKAWA 時事評論
25 統一教会と改憲・自民党 佐高 信∥著 作品社 政治
26 オタク六法 小林 航太∥著 KADOKAWA 法律
27 別れても相続人 寺門 美和子∥著 光文社 相続
28 事例に学ぶ!ざんねんな企業、イケてる企業 大庭 聖司∥著 総合法令出版 企業
29 失敗学見るだけノート 畑村 洋太郎∥監修 宝島社 思考法
30 トヨタ リーダー1年目の教科書 OJTソリューションズ∥著 KADOKAWA トヨタ
31 ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン∥著 ぴあ 信託
32 情報パンデミック 読売新聞大阪本社社会部∥著 中央公論新社 デマ
33 好かれる人の神対応嫌われる人の塩対応 大野 萌子∥著 幻冬舎 コミュニケーション

34 沼にはまる人々 沢木 文∥著 ポプラ社 新書・文化

湯沢図書館

歴史

国内旅行ガイド

※12月1日～12月31日に入った本です



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
35 定年後夫婦のリアル 大江 英樹∥著 日本実業出版社 家族
36 嫌いな親との離れ方 川島 崇照∥著 すばる舎
37 家族が誰かを殺しても 阿部 恭子∥著 イースト・プレス 犯罪
38 奨学金、借りたら人生こうなった 千駄木 雄大∥著 扶桑社 新書・奨学金
39 きもちを贈る 杉浦 さやか∥著 ワニブックス 礼儀作法
40 得点アップ数学公式図鑑 あきとんとん∥著 KADOKAWA 数学
41 雪崩教本 雪氷災害調査チーム∥編 山と溪谷社 雪崩
42 ふしぎで美しい水の図鑑 武田 康男∥文  写真 緑書房 水
43 家の中のすごい生きもの図鑑 久留飛 克明∥文 山と溪谷社 文庫・生き物
44 明日、シカに会いに行こう 佐藤 和斗∥著 青菁社 シカ
45 DMAT看護師になりたい 菱沼 秀一∥著 彩流社 災害看護
46 図解ですぐわかるそれでも「コレステロール薬」を飲みますか? 宇多川 久美子∥著 河出書房新社 薬
47 心不全がわかる本 佐藤 直樹∥監修 講談社
48 不安なモンロー、捨てられないウォーホル クラウディア  カルブ∥著

日経ナショナル
ジオグラフィック

49 脳梗塞の再発を防ぐ 岡田 靖∥監修 NHK出版
50 どうする?家族のメンタル不調 井上 智介∥著 集英社
51 脳がどんどん強くなる!すごい地球の歩き方 高島 明彦∥著 地球の歩き方

52 50歳からの「脳のトリセツ」 和田 秀樹∥著 PHP研究所 新書・脳
53 身近な素材でつくるかんたん養生酒 植木 もも子∥著 PHP研究所 食事療法
54 管理栄養士さんが考えた妊娠・授乳中の気になる症状改善レシピ200 岡本 正子∥著 日東書院本社 栄養学
55 リノベとリフォームの知りたかったこと!100の疑問に答えます。 主婦の友社 リフォーム
56 自宅ネット回線の掟 勝田 有一朗∥著 工学社 ネット回線
57 家飲みで楽しむ!はじめての日本酒 真野 遙∥監修 扶桑社 日本酒
58 堀口初音さんの新「15分着つけ」入門 プレジデント社 着付け
59 1色で刺す美しいホワイト刺しゅう アップルミンツ

60 刺し子図案集50 sashiko design∥著 主婦と生活社

61 手編みのどんぐり帽子 ブティック社 帽子
62 ヘアケアの魔法 りょう∥著 大和書房 ヘアケア
63 いたわりごはん 長谷川 あかり∥著 KADOKAWA

64 町中華の丸かじり 東海林 さだお∥著 朝日新聞出版

65 日本全国お雑煮レシピ 粕谷 浩子∥著 池田書店
66 ウクライナの家庭料理 平野 顕子∥著 パルコエンタテインメント事業部

67 毎日おにぎり365日 日々おにぎり ゆこ∥著 自由国民社
68 和食屋がこっそり教えるずるいほどに旨い鶏むねおかず 笠原 将弘∥著 主婦の友社
69 1日1杯。体がととのう野菜のスープ 今井 ようこ∥著 家の光協会
70 トースターで作れる!おうちで簡単本格パン 松尾 美香∥著 秀和システム

71 コーヒープラネット ラニ  キングストン∥著 グラフィック社 コーヒー
72 「ついで掃除」できれいが続く 井上 めぐみ∥著 婦人之友社
73 新!掃除の解剖図鑑 日本ハウス

クリーニング協会∥著 エクスナレッジ

74 パクパク幼児食レシピ げん∥著 KADOKAWA 育児
75 農家が教えるイモのビックリ栽培 農文協∥編 農山漁村文化協会 菜園

湯沢図書館

料理

掃除

刺繍

医学



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
76 猫の日本史 渋谷 申博∥著 出版芸術社 ペット
77 CONTACT ART 原田 マハ∥著 幻冬舎 絵画
78 まいにちゆるふで ふでこ∥著 日東書院本社 筆
79 ふたりたち 南 阿沙美∥著 左右社 写真
80 色数は少ないほうがかっこいい! Power Design Inc.∥著 ソシム デザイン
81 幸せはずっとこの胸の中に ウォルト  ディズニー

 ジャパン株式会社∥監 KADOKAWA 映画
82 女芸人の壁 西澤 千央∥著 文藝春秋 漫才
83 サッカーW杯クロニクル サッカーマガジン∥編 ベースボール・マガジン社 サッカー
84 ヒロシのひとりキャンプのすすめ公式本 ヒロシ∥著 Gakken キャンプ
85 “燃える闘魂”アントニオ猪木 辰巳出版 アントニオ猪木

86 教養としての上級語彙 宮崎 哲弥∥著 新潮社 語彙
87 ジェンダーレスの日本史 大塚 ひかり∥著 中央公論新社 新書・日本史
88 自分の頭で考えよ 石原 慎太郎∥著 プレジデント社 作家
89 詩303P 内田 麟太郎∥作 303 BOOKS 詩
90 戯れる江戸の文字絵 楊 暁捷∥著 マール社
91 月の立つ林で 青山 美智子∥著 ポプラ社
92 アイドル失格 安部 若菜∥著 KADOKAWA

93 思い出リバイバル 彩坂 美月∥著 講談社
94 タクジョ!みんなのみち 小野寺 史宜∥著 実業之日本社

95 黒石Ⅻ　新宿鮫 大沢 在昌∥著 光文社
96 稲荷神の満福ごはん 烏丸 紫明∥著 KADOKAWA

97 レジェンド20 神無月 紅∥著 KADOKAWA

98 バッド・コップ・スクワッド 木内 一裕∥著 講談社
99 連鎖 黒川 博行∥著 中央公論新社

100 貸本屋おせん 高瀬 乃一∥著 文藝春秋
101 北条氏康3 富樫 倫太郎∥著 中央公論新社

102 碧玉の男装香療師は、ふしぎな癒やし術で宮廷医官になりました。 巻村 螢∥著 KADOKAWA

103 任務　松本清張未刊行短篇集 松本 清張∥著 中央公論新社

104 タングル 真山 仁∥著 小学館
105 馬上の星 小説・馬援伝 宮城谷 昌光∥著 中央公論新社

106 怪盗ロータス綺譚 三木 笙子∥著 東京創元社
107 桜風堂夢ものがたり 村山 早紀∥著 PHP研究所
108 教誨 柚月 裕子∥著 小学館
109 首ざむらい 由原 かのん∥著 文藝春秋
110 陥穽の円舞曲 日本推理作家協会∥編 光文社
111 相棒　season20中 輿水 泰弘∥ほか脚本 朝日新聞出版 文庫・小説
112 裸で泳ぐ 伊藤 詩織∥著 岩波書店
113 まるい三角関係 清水 ミチコ∥著 中央公論新社

114 個独という生き方 下重 暁子∥著 東京新聞
115 家政婦金さんのドラマみたいな体験日記 石川 金∥著 幻冬舎 日記
116 寿命が尽きるか、金が尽きるか、それが問題だ こかじ さら∥著 WAVE出版 手記

湯沢図書館

エッセイ

小説



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
117 ある行旅死亡人の物語 武田 惇志∥著 毎日新聞出版 手記
118 ここから見えるもの マリアナ  レーキー∥著 東宣出版 海外小説
119 皆瀬川流域道祖神 小野 まさる∥著 デザインエッグ 郷土・道祖神
120 トオサン・カアサンが行く京都古典散歩『枕草子』『源氏物語』編 近藤 正実∥著 文芸社 郷土・文学
121 現行自治六法 令和5年版1 自治法規実務研究会∥編 第一法規
122 現行自治六法　令和5年版2 自治法規実務研究会∥編 第一法規
123 あなたがおなかのなかにいたとき せきや ゆうこ∥文 アリス館
124 え?A! 大日本タイポ組合∥さく 偕成社
125 おせちのおしょうがつ ねぎし れいこ∥作 世界文化ワンダークリエイト

126 カレーはあとのおたのしみ シゲタ サヤカ∥著 えほんの杜
127 海賊シチュー ニール  ゲイマン∥文 カクイチ研究所

128 よあけゆうやけにじやオーロラ かこ さとし∥絵と文 農山漁村文化協会

129 カッパーノ 森くま堂∥文 BL出版
130 あさよる、なつふゆちきゅうはまわる かこ さとし∥絵と文 農山漁村文化協会

131 ぎゅうってだいすき きむら ゆういち∥さく 偕成社
132 しっちゃかめっちゃかサンタのいちねん リック  ペータース∥作 パイインターナショナル

133 すみっコぐらしをさがせ あつまるとあんしんです編 主婦と生活社∥編 主婦と生活社

134 だいじなくつ にしむら あつこ さく 福音館書店
135 ちいさなはりねずみ 八百板 洋子 作 福音館書店
136 チェンチェンとクゥクゥ さくら せかい さく 福音館書店
137 ちいさなくろいいし マレーク・ベロニカ 作 福音館書店
138 どうぞどうぞ こさか まさみ 文 福音館書店
139 なんとニャンコうんこ4こ! おおたに けんた∥さく 文響社
140 なっちゃんも ついてこーい こいで やすこ さく 福音館書店
141 にじいろのさかなとおはなしさん マーカス  フィスター∥作 講談社
142 ねことワルツを フジコ  ヘミング∥絵 福音館書店
143 ねずみくんだーれだ? なかえ よしを∥作 ポプラ社
144 のりもののーせてのせて 三浦 太郎∥作 講談社
145 845 浅野 忠信∥作  絵 ヤングトゥリー

146 パライパンマンマ イ ジウン∥作  絵 ポプラ社
147 『ひつじのショーンスペシャルクリスマスがやってきた!』クリスマスのぼうけん アードマン  アニメーションズ∥原作 金の星社
148 ひとくち どーぞ 山﨑 克己 さく 福音館書店
149 ピージョのごちそう祭り 川端 誠∥作 偕成社
150 ブルくんのおうち ふくざわ ゆみこ さく 福音館書店
151 ぼくだけがしっているヘンテコなきかいのしくみ 大串 ゆうじ∥作  絵 Gakken
152 ポコポコクリスマスクッキー さかい さちえ∥[作] 教育画劇
153 鳥をつくる メグ  マッキンレー∥文 化学同人
154 マローネとつくるクッキー 刀根 里衣∥著 NHK出版
155 すきとおりすけのすけ 大槻 あかね 作 福音館書店
156 モカとつくるホットチョコレート 刀根 里衣∥著 NHK出版
157 ゆっくりのんのちゃん わたり むつこ 作 福音館書店

湯沢図書館

辞典

絵本



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
158 ドラえもん科学ワールドspecialみんなのためのデジタル入門 藤子  F  不二雄∥まんが 小学館 児童・情報学
159 読書ってこんなに楽しいの!?齋藤孝流とっておきの本の読み方 齋藤 孝∥[著] 小学館クリエイティブ 児童・読書
160 ドラえもん探究ワールド本の歴史と未来 藤子  F  不二雄∥まんが 小学館 児童・本
161 そうだったのか!国の名前由来ずかん 西村 まさゆき∥著 ほるぷ出版 児童・国号
162 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
163 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・特別支援教育

164 大迫力!戦慄の都市伝説大百科 朝里 樹∥監修 西東社 児童・都市伝説

165 ものの見かたが変わる10歳からのQ&A NHK「子ども科学電話相談」制作班∥編 NHK出版 児童・科学
166 こうしてヒトになった マイケル  ブライト∥作 化学同人 児童・人類
167 絶滅動物 高桑 祐司∥監修 KADOKAWA 児童・動物
168 は虫類・両生類 加藤 英明∥監修 KADOKAWA

169 ざんねんないきもの事典　やっぱり 今泉 忠明∥監修 高橋書店
170 ピタゴラじゃんけん装置QRブック ピタの巻 佐藤 雅彦∥[著] 小学館 児童・模型
171 大きな大きな大きな足あと ロブ  シアーズ∥著 創元社 児童・環境
172 押す図鑑ボタン 西村 まさゆき∥編  著 小学館 児童・機械
173 ペットボトルでこんなにできる!ときめく☆クッキング 寺西 恵里子作 汐文社 児童・料理
174 ディズニープリンセス夢みるお城とインテリア ウォルト  ディズニー  カンパニー∥著 玄光社 児童・アニメ
175 ミイラの地下墓地から大脱出 フィリップ  スティール∥作 ライツ社
176 おしゅしだよ やばいちゃん∥著 ポプラ社
177 ユルQミステリークイズ 北村 良子∥著 ポプラ社
178 頭のいい子が育つ葉加瀬太郎の英語のうた 葉加瀬 太郎∥作曲 新星出版社 児童・英語
179 日本の文学　入門編 今中 陽子∥監修 KADOKAWA 児童・日本文学

180 ねことわたしのまほうの日 かわしま えつこ∥作 ポプラ社
181 風雷きんとん　お江戸豆吉3 桐生 環∥作 フレーベル館
182 算数パズル王国を救え!3 北森 ちえ∥作 国土社
183 うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい∥さく 講談社
184 うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠 るい∥さく 講談社
185 ひこぼしをみあげて 瀧羽 麻子∥作 偕成社
186 妖怪の子、育てます2 廣嶋 玲子∥作 東京創元社
187 あやし、おそろし、天獄園 廣嶋 玲子∥作 偕成社
188 みけねえちゃんにいうてみな 村上 しいこ∥作 理論社
189 森のポストをあけてごらん 山中 真理子∥作 ポプラ社
190 命のスケッチブック 中谷 加代子∥語り 静山社 児童・手記
191 ダーウィンのドラゴン リンゼイ  ガルビン∥作 小学館 児童・海外読み物

№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 もしかして性格って悪くなるの? 下園 壮太∥著 すばる舎 医学
2 ハギレのこもの ブティック社 手芸
3 ササッとつくれて、ちゃんとおいしい!ひとり分おかず160 NHK出版 料理
4 Mizukiの味つけ黄金比率 Mizuki∥著 Gakken 料理
5 本当は秘密にしたい、とにかくかわいいときめきスイーツ Ai Horikawa∥著 KADOKAWA お菓子

児童・ゲーム

湯沢図書館

雄勝図書館

児童・生物

児童・読み物



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

6 こんぺいとみそ 花江 夏樹∥著 KADOKAWA ペット
7 大長編ドラ絵もん 藤子  F  不二雄∥著 小学館
8 大長編引くえもん 藤子  F  不二雄∥著 小学館
9 大長編ドラえもん　VOL.0～VOL.17 藤子  F  不二雄∥著 小学館
10 調べて、伝えて、近づいて 増田 明美∥著 中央公論新社 新書・陸上
11 <メンタルモンスター>になる。 長友 佑都∥著 幻冬舎 サッカー
12 ひとり旅日和4 福招き！ 秋川 滝美∥著 KADOKAWA

13 おもみいたします あさの あつこ∥著 徳間書店
14 グッドナイト 折原 一∥著 光文社
15 秋麗 東京湾臨海署安積班 今野 敏∥[著] 角川春樹事務所

16 さっちゃんは、なぜ死んだのか? 真梨 幸子∥著 講談社
17 せかいいちのモンスター 新井 洋行∥作 ほるぷ出版
18 はりねずみのポチカ もりのおかいもの アトリエリリ∥作 岩崎書店
19 だっこむぎゅー いりやま さとし∥作  絵 KADOKAWA

20 ねこさんのってくださーい かしわら あきお∥作  絵 昭文社
21 にょっきりんどこどこ? かしわら あきお∥作  絵 昭文社
22 そらのゆうびんやさん くまくら 珠美∥作 理論社
23 かえりみちとっとこ ひろまつ ゆきこ∥文 岩崎書店
24 かぼちゃスープのおふろ 柴田 ケイコ∥作 小学館
25 おせちのみんなあつまって! 真珠 まりこ∥作  絵 ひさかたチャイルド

26 ひ・る・ご・は・ん! 武田 美穂∥作 ほるぷ出版
27 かくれんぼハウスへようこそ ぬまのう まき∥作 ほるぷ出版
28 パノラマずかん運転席 宮本 えつよし∥作 パイインターナショナル

29 にらめっこだいこん わび みよ∥作  絵 ひかりのくに

30 るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ!日本の歴史人物伝 伊藤 賀一∥監修 JTBパブリッシング 児童・歴史
31 るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ!宇宙 的川 泰宣∥監修 JTBパブリッシング 児童・宇宙
32 ゆるゆる昆虫図鑑 さの かける∥まんが Gakken 児童・昆虫
33 オハヨウどろぼう おの りえん∥文  絵 理論社
34 奉還町ラプソディ 村中 李衣∥作 BL出版
35 グレッグのダメ日記 なんだって、やってやる! ジェフ  キニー∥作 ポプラ社 児童・海外読み物

№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考

1 神主はつらいよ 新井 俊邦∥著 自由国民社 神主
2 持たない 枡野 俊明∥著 コスミック出版 禅宗
3 2COLORSイラストBOOK ニシイズミ ユカ∥著 インプレス イラスト
4 分岐駅まほろし 清水 晴木∥著 実業之日本社

5 世はすべて美しい織物 成田 名璃子∥著 新潮社
6 第二開国 藤井 太洋∥著 KADOKAWA
7 日本のスゴイいきもの図鑑 加藤 英明∥著 大和出版 児童・生き物

雄勝図書館

児童・読み物

小説

稲川カルチャーセンター

絵本

小説

コミック



№ 資 料 名 著 者 名 出 版 社 参 考
1 孤高の血族 濱 嘉之∥著 文藝春秋 小説

皆瀬生涯学習センター

MEMO


