
分類番号 書　　名 著　者　名

パソコン 007 できるWindows　11 法林　岳之

015 100万回死んだねこ　覚え違いタイトル集 福井県立図書館/編

016 公共図書館を育てる 永田　治樹

ギネス
世界記録 031 ギネス世界記録　2022 クレイグ・グレンディ/編

人生訓 159 心屋仁之助のずるい生き方 心屋　仁之助

183 美しいお経 瀬戸内　寂聴

B188 仕事も人間関係もうまくいく放っておく力 枡野　俊明

伝記 289 死ぬまで、働く。 池田　きぬ

郷土 291 徳島のトリセツ 昭文社

時事評論 304 文藝春秋オピニオン2022年の論点100 文藝春秋

税金 345 節税の全ワザ 小林　義崇

天文学 R440 天文年鑑　2022年版 天文年鑑編集委員会/編

491 最強脳 アンデシュ・ハンセン

495 はじめての不妊治療 森本　義晴/監

496 耳鳴り・難聴自力でよくなる！耳鼻科の名医が教える
最新1分体操大全

文響社

498 「しなくていいこと」を決めると、人生が一気にラクになる 本田　秀夫

498 結局、自律神経がすべて解決してくれる 小林　弘幸

498 男のヘルスマネジメント大全 石川　雅俊

手芸 593 感じのいい、大人服 美濃羽　まゆみ

596 ぷっくりクッキーとかわいい焼き菓子たち mocha mocha

596 くたびれないごはんづくり 婦人之友社編集部/編

野菜栽培 626 タネ屋がこっそり教える　野菜づくりの極意 市川　啓一郎

食文化 648 ヨーグルトの歴史（「食」の図書館） ジューン・ハーシュ

宣伝広告 674 「A4」1枚チラシで今すぐ売上をあげるすごい方法 岡本　達彦

画法 725 超絶リアルな色鉛筆画のテクニック ここまる

タレント 779 サンドウィッチマンの俺等に聞くの！？ サンドウィッチマン

ウィンター
スポーツ 784 バックカントリースキー&スノーボード 藤川　健・旭　立太/監

英語勉強法 835 英語の前置詞使いわけ図鑑 清水　建二

F ドキュメント 湊　かなえ

F 残照の頂　（続　山女日記） 湊　かなえ

F 逃げる女 青木　俊

F ボーダーライト   今野　敏

F 三好長慶の遺命 三日木　人

F 夜が明ける 西　加奈子

F リボルバー 原田　マハ

F チンギス紀　十二　不羈(ふき) 北方　謙三

F 残月記 小田　雅久仁

F 李王家の縁談 林　真理子

F 正欲 朝井　リョウ

914 海をあげる 上間　陽子

914 月夜の森の梟 小池　真理子

ルポルタージュ 916 妻を看取って―付き添い日記 木下　野生

名言集 917 愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内　寂聴

海外小説 933 身内のよんどころない事情により ペーター・テリン
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ES おもち 彦坂　有紀・もりと　いずみ

ES おふろひえてます とよた　かずひこ

E パンどろぼうとなぞのフランスパン   柴田　ケイコ

E チャレンジミッケ！　11 　へんてこりんなおみせ  ウォルター・ウィック

E ノラネコぐんだん ラーメンやさん 工藤　ノリコ

E 映画すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ 小宮山　みのり/構成

E ほしじいたけ　ほしばあたけ　おにたいじは　いちだいじ？ 石川　基子

E おおきなかぶ～（笑本おかしばなし2） ガタロー☆マン

E おしょうがつパーティー　めでたいめでたい すとう　あさえ

E ポケモンをさがせ!あたらしいぼうけん 嶋津　睦/編

ノート術 K002 13歳からの「手帳活用術」 小澤　淳/監

時間の
使い方 K159 すみっコぐらしの時間の使い方が上手になる方法 藤枝　真奈/監

歴史 K210 はじめての日本のれきしえほん 溝口　イタル

キャラクター
図鑑

K798 ポケモン大図鑑　上・下 小学館

D おしりダンディ　ザ・ヤング　おばけやしきのなぞ！ トロル/原案

D せっしゃ、なべぶぎょうでござる！ しめの ゆき

K913 レッツ　キャンプ いとう　みく

K913 りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの　ゆうこ

K913 ぜったい絶命！恐竜ワールド 小川　彗

K913 小説　映画ドラえもん　のび太の南極カチコチ大冒険 藤子・F不二雄/原作

海外小説 K933 オンボロやしきの人形たち フランシス・ホジソン・バーネット

◎絵本・童話・ジュニア文学

絵本

小説

幼児絵本



分類番号 書　　名 著　者　名

時事問題 304 亡国の危機 櫻井　よしこ

写真集 480 世界の美しい動物園と水族館 パイインターナショナル/編

動物学 490 クジラのおなかに入ったら 松田　純佳

医学 493 認知症世界の歩き方 筧　裕介

住宅建築 527 すごい平屋 エクスナレッジ

596 炊飯器で一発定食 澁谷　梨絵

596 丸型で焼くからおいしいパウンドケーキ 若山　曜子

将棋 796 阿川佐和子のこの棋士に会いたい 阿川　佐和子

F birth 山家　望

F 神曲 川村　元気

F 御坊日々 畠中　恵

F 剛心 木内　昇

F キネマの神様 原田　マハ

文庫 BF 私はいったい、何と闘っているのか   つぶやきシロー

往復書簡 915 老親友のナイショ文 瀬戸内　寂聴・横尾　忠則

海外小説 933 冬 アリ・スミス

幼児絵本 ES めんめんレース 五味 ヒロミ

E 木のロボットと　丸太のおひめさまの　だいぼうけん トム・ゴールド

E えきべんとふうけい マメイケダ

E ここからおいしいよかんがするよ たな

E すずりくん 青柳　貴史

E 王さまのお菓子 石井　睦美

図鑑 K031 すみっコぐらしといっしょ　なんでもものしり図鑑 学研プラス

D しんぱいなことがありすぎます！ 工藤　純子

K913 5分後に涙腺崩壊のラスト エブリスタ/編
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