
資料名 著者名 出版者

1 「感じがいい人」の行動図鑑 大野 萌子 小学館

2 「女の痛み」はなぜ無視されるのか? アヌシェイ　フセイン 晶文社

3 「神様」のいる家で育ちました 菊池 真理子 文藝春秋

4 1冊目に読みたいDXの教科書 荒瀬 光宏 SBクリエイティブ

5 1日1杯血液のおそうじスープ 栗原 毅 アスコム

6 60分でわかる!インボイス&消費税超入門 土屋 裕昭 技術評論社

7 70歳からのおしゃれ生活 中山 庸子 さくら舎

8 アンネの日記 小川 洋子 NHK出版

9 いけない　２ 道尾 秀介 文藝春秋

10 イコトラベリング1948- 角野 栄子 KADOKAWA

11
ウクライナから来た少女

ズラータ16歳の日記
ズラータ　イヴァシコワ 世界文化ブックス

12 エリザベス女王 日経ナショナルジオグラフィック

13 おいしい絵本レシピ 野口 真紀 福音館書店

14 お菓子・パン・料理教室のつくり方 まつお みかこ 同文舘出版

15
お客さんに“習慣化”してもらう!

移動販売の運営術
平山 晋 同文舘出版

16 かもめニッキ 週末北欧部chika 講談社

17 クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介 文藝春秋

18 これ、ホットケーキミックスで? オレンジページ

19 シャドウワーク 佐野 広実 講談社

20 しろがねの葉 千早 茜 新潮社

21 そば学大全 俣野 敏子 講談社

22 ドナーで生まれた子どもたち サラ　ディングル 日経ナショナルジオグラフィック

23
ドラッグストアで買えるあなたに合った
薬の選び方を頼れる薬剤師が教えます

児島 悠史 羊土社

24 はぐれんぼう 青山 七恵 講談社
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25 ぼくたちが知っておきたい生理のこと 博多 大吉 辰巳出版

26 ポップ担当日記 ポプ担 デーリー東北新聞社

27 まるごとしまえなが 山本 光一 北海道新聞社

28 マンガ大地の子　１ 山崎 豊子 文藝春秋

29 マンガ大地の子　２ 山崎 豊子 文藝春秋

30 マンガ大地の子　３ 山崎 豊子 文藝春秋

31 マンガ大地の子　４ 山崎 豊子 文藝春秋

32 マンガ大地の子　５ 山崎 豊子 文藝春秋

33 みその本 飛田 和緒 KADOKAWA

34 やっかいな食卓 御木本 あかり 小学館

35 よくわかる基礎かぎ針編み 河合 真弓 朝日新聞出版

36 よくわかる基礎棒針編み 河合 真弓 朝日新聞出版

37 リバー 奥田 英朗 集英社

38 烏の緑羽 阿部 智里 文藝春秋

39 奄美ごはん 恵上 イサ子 東京ニュース通信社

40 遠野物語 柳田 國男 大和書房

41 夏日狂想 窪 美澄 新潮社

42 我が思ひ出 牧野 富太郎 北隆館

43 鎌倉殿の13人　完結編 三谷 幸喜 NHK出版

44 漢字の成り立ち図解 落合 淳思 人文書院

45 観光白書　令和４年版 国土交通省観光庁 昭和情報プロセス

46 奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久 光文社

47 吉原と外 中島 要 祥伝社

48 喫茶とまり木で待ち合わせ 沖田 円 実業之日本社

49 犬を盗む 佐藤 青南 実業之日本社

50 元素に名前をつけるなら 江頭 和宏 オーム社



51 高島太一を殺したい五人 石持 浅海 光文社

52 作りおきヴィーガン 庄司 いずみ 主婦の友社

53 仕掛島 東川 篤哉 東京創元社

54 首切り島の一夜 歌野 晶午 講談社

55 小説家の一日 井上 荒野 文藝春秋

56 小鍋仕立ての絶品鍋 小林 まさみ 成美堂出版

57 水底のスピカ 乾 ルカ 中央公論新社

58 切手デザイナーの仕事 間部 香代 グラフィック社

59 切腹屋 岩井 三四二 光文社

60 天下大乱 伊東 潤 朝日新聞出版

61 徳川家康 鷲尾 雨工 作品社

62 日本の消費者はどう変わったか 松下 東子 東洋経済新報社

63 夫と妻の定年前後のお金と手続き 文響社

64 普通のノウル イ ヒヨン 評論社

65 普通の若者がなぜテロリストになったのか カーラ　パワー 原書房

66 麻阿と豪 諸田 玲子 PHP研究所

67 抹茶のおやつ100 福田 淳子 光文社

68 未来が変わる勉強法 安田 祐輔 KADOKAWA

69 湊かなえのことば結び 湊 かなえ 角川春樹事務所

70 有元葉子の冷凍術 有元 葉子 筑摩書房

71 濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川 有栖 KADOKAWA

72
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 DBジャパン



資料名 著者名 出版者

73 実験対決　31 洪 鐘賢 朝日新聞出版

74
12歳までに身につけたい

かしこくなる読書の超きほん
赤木 かん子 朝日新聞出版

75 あずきがゆばあさんととら ペク ヒナ 偕成社

76 アニーとパパのハロウィン たちもと みちこ 文溪堂

77 アニメコミックおしりたんてい　13 ポプラ社

78 エルマーのたんじょうび? デビッド　マッキー BL出版

79 おいしい魚ずかん 上田 勝彦 金の星社

80 おいちにのだーるまさん こばやし えみこ 福音館書店

81 おおきいかさ エイミー　ジューン　ベイツ 化学同人

82 おすしがふくをかいにきた 田中 達也 白泉社

83 おばけとしょかん　２ 斉藤 洋 講談社

84 きょうはおうちでうんどうかい 新井 悦子さく 岩崎書店

85 くまの子ウーフのたからもの 神沢 利子 ポプラ社

86 けいさつのずかん 山田 タクヒロ 学研プラス

87 ケーキのずかん 植田 まほ子 学研プラス

88 さよならぼくたちのようちえんほいくえん 新沢 としひこ 金の星社

89 ジブリの食卓となりのトトロ スタジオジブリ 主婦の友社

90 そうなのよ 内田 麟太郎 絵本館

91 タオルちゃん 室井 滋さく 金の星社

92 だじゃれむかしむかし 長谷川 義史 理論社

93 ちいさいひなた 山田 美津子 佼成出版社

94 チャンス ユリ　シュルヴィッツ 小学館

95 てあらイーモうがイーモ わたなべ あや ひかりのくに

96 どこ? 山形 明美 講談社

97 トンネルのサバイバル パク ソンイ 朝日新聞出版

10月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：児童



98 はじめてのハムスターそだてかたブック 三輪 恭嗣 西東社

99 ピカチュウとよるのたんけん まつお りかこ 小学館

100 ひとがみたらカエルになあれ いもと ようこ 金の星社

101 ひみつのえんそく かわしま えつこ 童心社

102 ひみつの犬 岩瀬 成子 岩崎書店

103 ふゆのコートをつくりに 石井 睦美 ブロンズ新社

104 ぼくとお山と羊のセーター 飯野 和好 偕成社

105 マスク越しのおはよう 山本 悦子 講談社

106 みかんくんがね… とよた かずひこ 童心社

107 ゆめぎんこう おじいちゃんのおともだち コンドウ アキ 白泉社

108 ようかいむらのうきうきクリスマス たかい よしかず 国土社

109 よるのやおやさん 穂高 順也 文溪堂

110 りんごのまほう うえだ しげこ 教育画劇

111 ルルとララのティラミス あんびる やすこ 岩崎書店

112 わらってよピッコ ルイス　スロボドキン 福音館書店

113 雨の日が好きな人 佐藤 まどか 講談社

114 黒と白のあいだで 斉藤 洋 講談社

115 作って発見!西洋の美術 音 ゆみ子 東京美術

116 十年屋　６ 廣嶋 玲子 ほるぷ出版

117 睡眠の大研究 櫻井 武 PHP研究所

118 知らなかった!おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎 英明 岩崎書店

119 知りたい!行ってみたい!なぞとき絶景図鑑 増田 明代 講談社

120 浮遊館　２ たかはし みか Gakken

121 保健室経由、かねやま本館。　５ 松素 めぐり 講談社



資料名 出版者

122 ＥＳＳＥ 2022年11月号 扶桑社

123 ＭＯＲＥ 2022年11月号 集英社

124 Ｎｕｍｂｅｒ 2022年10月20日号 文藝春秋

125 Ｎｕｍｂｅｒ 2022年11月2日号 文藝春秋

126 オール讀物 2022年11月号 文藝春秋

127 きょうの料理 2022年10月号 日本放送出版協会

128 きょうの料理 2022年11月号 日本放送出版協会

129 どうぎゃん 2022年10月号 どうぎゃん編集部

130 どうぎゃん 2022年11月号 どうぎゃん編集部

131 現代農業 2022年11月号 農山漁村文化協会

132 趣味の園芸 2022年10月号 日本放送出版協会

133 趣味の園芸 2022年11月号 日本放送出版協会

134 壮快 2022年11月号 マキノ

135 壮快 2022年12月号 マキノ

136 婦人公論 2022年11月号 中央公論社
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