
１位 「同志少女よ、敵を打て」（本屋大賞受賞作）

　　　　逢坂 冬馬 穂信・著／早川書房
２位 「残月記」
　　　　小田 雅久仁・著／双葉社
３位 「塞王の盾」 （直木賞受賞作）

　　　　今村 翔吾・著／集英社
４位「女のいない男たち」
　　　　　　(アカデミー賞国際長編映画賞受賞作
　　　　　　　　　　　　　　　ドライブ・マイ・カー原作)

　　　　   村上 春樹／文藝春秋
５位「青と赤とエスキース」
　　　　青山 美智子・著／PHP研究所
　　（統計：2022年４月 図書室調べ）

★交流ラウンジ・こだち図書「音読の会」

    ５月２０日(金) 午後1:30～2:30

   　　　先着10名（予約制）
　　昔話や詩歌などをみんなで声に出し
　　て読む会です。声に出して読むこと
　　で、脳の活性化につなげます。
　　※申込先　こだち図書0771-82-3850

　　　

★中央公民館・木育ひろば「おはなし会」

　５月1３日(金) 午前10:30～11:00

       　  　　　　　乳幼児向け
　　手遊び、紙芝居、絵本の読み聞かせなど

　　　　

　

「29歳、女性、独身、
地方出身、非正規労働者。
子宮・自由・尊厳を赤の
他人に差し出し、東京で
「代理母」となった彼女に、失うもの　　
などあるはずがなかった…

コロナ後、海外とのビジ
ネスのあり方はどんどん
変化し新しい局面を迎え
ています。その中で、「これからも海を
越えて仕事する」こととは?

　各図書室では、毎月いくつかのテー
マを決めて、特集本コーナーを設置し
ています。図書室によってさまざまな
展示を行っていますので、ぜひ各図書
室を巡ってみてください。

小学校から中学校時代に
不登校を経験した著者が
描いた話題のコミック。
ただ、学校へ「行く」。
それだけのことができない自分は「フツウ」
ではないのだろうか。今いる場所だけが全
てじゃない。自分らしく生きていける世界
がある。そう気づかせてくれる一冊です。

「燕は戻って
こない」

桐野 夏生・著
集英社

「世界はもっと
欲しいモノにあ
ふれてる３」

NHK「世界はもっと
ほしいものにあふれ
てる」制作班・監修
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「学校へ行け
なかった僕と9
人の友だち」

棚園 正一・著
双葉社



分野 書名 著者名 出版社 請求記号

総記 千年の読書 三砂　慶明／著 誠文堂新光社 019.9

哲学 自分の脳に「ありがとう」を唱えると不安脳・病気脳とさよならできる! 愛場　千晶／著 コスモ21 147.7

歴史 世界はもっと!ほしいモノにあふれてる　3
ＮＨＫ「世界はほしいモノに
あふれてる」制作班 KADOKAWA 290.9 3

森のカフェと緑のレストラン ぴあ 291.3

3日でマスター!京都検定3級虎の巻　2020 京都新聞出版センター 291.6

社会科学 ロシアを決して信じるな 中村　逸郎／著 新潮社 302.3

だから僕たちは、組織を変えていける 斉藤　徹／著
クロスメディア・パブリッシ
ング 336.3

世界一楽しい決算書の読み方
大手町のランダムウォーカー
／著 KADOKAWA 336.9

80分でマスター!ガチ速簿記入門 金川　顕教／著 扶桑社 336.9

いい人なのに嫌われるわけ 石川　幹人／著 扶桑社 361.4

我慢して生きるほど人生は長くない 鈴木　裕介／著 アスコム 361.4

なぜかうまくいく人の気遣い100の習慣 藤本　梨恵子／著 明日香出版社 361.4

なぜか好かれる人がやっている100の習慣 藤本　梨恵子／著 明日香出版社 361.4

シングルマザー、その後 黒川　祥子／著 集英社 367.3

「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社／編 河出書房新社 368.3

先生のあのね ほたろう／著 ワニブックス 370.4

複雑化の教育論 内田　樹／著 東洋館出版社 370.4

美しい和菓子の図鑑 青木　直己／監修 二見書房 383.8

「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内　えみ／著 ダイヤモンド社 385.9

もっと!「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内　えみ／著 ダイヤモンド社 385.9

自然科学 八ケ岳山麓-山小屋の愉しみ- 出井　得正／著 本の泉社 488.2

「足指」の力 体の不調がスッと消える3分つま先立ち体操 山田　真／著 コスモ21 498.3

筋力へなちょこ女子が行き着いた1分最弱筋トレ たかツキ　なほり／著 KADOKAWA 498.3

前頭葉を刺激!50歳からの1分音読でボケない脳になる 古賀　良彦／監修 PHP研究所 498.3

疲れて「もうムリ!」と思った時にすぐ動ける!トリガー体操 小池　謙雅／著 文藝春秋 498.3

塩分早わかり 牧野　直子／監修 女子栄養大学出版部 498.5

工　学 世界でいちばん素敵な建築の教室 田所　辰之助／監修 三才ブックス 520

日本の城語辞典 萩原　さちこ／著 誠文堂新光社 521.8

能登半島沖不審船対処の記録 木村　康張／著 芙蓉書房出版 557.8

捨てないパン屋の挑戦しあわせのレシピ 井出　留美／著 あかね書房 588.3

キッチンから始める人生の整理術 村上　祥子／著 青春出版社 590

コシノジュンコ56の大丈夫 コシノ　ジュンコ／著 世界文化社 593.3

「田舎そば川原」恵美子さんの料理帖 川原　恵美子／著 KADOKAWA 596

家族のつくおき ｎｏｚｏｍｉ／著 主婦の友社 596

ゆーママの暮らしをラクにするおかずの素 松本　有美／著 扶桑社 596

お魚イラストレシピ大百科 大垣友紀惠／著 つり人社 596.3

豆腐が主役になる56のレシピ 池上　保子／著 食べもの通信社 596.3

毎日ときどきおべんとう 伊藤　まさこ／著
PHPエディターズ・グルー
プ 596.4

カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ! てぃ先生／著 ダイヤモンド社 599

産　業 家庭でできるおいしい柑橘づくり12か月 三輪　正幸／著 家の光協会 625.3

ウッドデッキの庭実例集 ブティック社 629.7

あたらしい本が入りました！



分野 書名 著者名 出版社 請求記号

産　業 はじめての犬ごはんの教科書 俵森　朋子／著 誠文堂新光社 645.6

いちばんよくわかる猫種図鑑 長谷川　諒／監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ 645.7

喫茶人かく語りき 川口　葉子／著 実業之日本社 673.9

芸　術 誰でも30分で絵が描けるようになる本 マーク・キスラー／著 東洋経済新報社 725.5

夜明けの図書館　5・６ 埜納　タオ／著 双葉社 726.1

学校へ行けなかった僕と9人の友だち 棚園　正一／著 双葉社 726.1

どんぐりの家 山本　おさむ／著 小学館 726.1

泣きたい夜の甘味処 中山　有香里／著 KADOKAWA 726.1

ぽっかぽか　 深見　じゅん／著 集英社 726.1

マステで素敵にアレンジ楽しいギフトと飾りつけ 森　珠美／著
メイツユニバーサルコンテン
ツ 754.9

黄色いマンション黒い猫 小泉　今日子／著 新潮社 767.8

ナナメの夕暮れ 若林　正恭／著 文藝春秋 779.1

完全図解ペットボトルロケット講座 造事務所／編 双葉社 781.9

愛犬と楽しむキャンプ徹底サポートBOOK アウトテイル／監修
メイツユニバーサルコンテン
ツ 786.3

語　学 奇跡の朗読教室 斉藤　ゆき子／著 新泉社 809.4

文　学 傘のさし方がわからない 岸田　奈美／著 小学館 914.6 ｷｼ

ひとまず上出来 ジェーン・スー／著 文藝春秋 914.6 ｼﾞｪ

黄昏の風景の中で 藤村　江／著
名古屋：ブイツーソリュー
ション 914.6 ﾌｼﾞ

咳をしても一人と一匹 群　ようこ／著 KADOKAWA 914.6 ﾑﾚ

ボクと、正義と、アンパンマン やなせ　たかし／著
PHPエディターズ・グルー
プ 914.6 ﾔﾅ

まだまだという言葉 クォンヨソン／著 河出書房新社 929.13 ｸｫ

川っぺりムコリッタ 荻上　直子／著 講談社 BF ｵｷﾞ

記憶屋 織守　きょうや／著 KADOKAWA BF ｵﾘ

それでも空は青い 荻原　浩／著 KADOKAWA BF ｵｷﾞ

タルト・タタンの夢 近藤　史恵／著 東京創元社 BF ｺﾝ

帰還 堂場　瞬一／著 文藝春秋 BF ﾄﾞｳ

そのマンション、終の住処でいいですか? 原田　ひ香／著 新潮社 BF ﾊﾗ

旅屋おかえり 原田　マハ／著 集英社 BF ﾊﾗ

赤と青とエスキース 青山　美智子／著 PHP研究所 F ｱｵ

捜査線上の夕映え 有栖川　有栖／著 文藝春秋 F ｱﾘ

砂嵐に星屑 一穂　ミチ／著 幻冬舎 F ｲﾁ

八月の銀の雪 伊与原　新／著 新潮社 F ｲﾖ

月の光の届く距離 宇佐美　まこと／著 光文社 F ｳｻ

燕は戻ってこない 桐野　夏生／著 集英社 F ｷﾘ

荒野は群青に染まりて　暁闇編 桑原　水菜／著 集英社 F ｸﾜ

神よ憐れみたまえ 小池　真理子／著 新潮社 F ｺｲ

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木　紫乃／著 KADOKAWA F ｻｸ

鑑定人氏家京太郎 中山　七里／著 双葉社 F ﾅｶ

ミシンと金魚 永井　みみ／著 集英社 F ﾅｶﾞ

特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来 南原　詠／著 宝島社 F ﾅﾝ

風は山から吹いている 額賀　澪／著 二見書房 F ﾇｶ

滅私 羽田　圭介／著 新潮社 F ﾊﾀﾞ



分野 書名 著者名 出版社 請求記号

文　学 怪物 東山　彰良／著 新潮社 F ﾋｶﾞ

お医者さんとお花屋さんのまいにち交換ノート 椹野　道流／著 プランタン出版 F ﾌｼ

時空旅行者の砂時計 方丈　貴恵／著 東京創元社 F ﾎｳ 1

孤島の来訪者 方丈　貴恵／著 東京創元社 F ﾎｳ 2

名探偵に甘美なる死を 方丈　貴恵／著 東京創元社 F ﾎｳ 3

愛が嫌い 町屋　良平／著 文藝春秋 F ﾏﾁ

海色ダイアリー みゆ／作 集英社 F ﾐﾕ 1

月夜の羊 吉永　南央／著 文藝春秋 F ﾖｼ

みんなで図書館活動この本、おすすめします!　
『この本、おすすめしま
す！』編集委員会 汐文社 019.5

こども哲学図鑑 河野　哲也／監修 あかね書房 102.8

児童書 新・心が元気になる本　1～４ 伊藤　美奈子／監修 あかね書房 146.8

知識 大人は知らない今ない仕事図鑑100 澤井　智毅／監修 講談社 366.2

わくわく科学実験図鑑 クリスタル・チャタトン／著
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン 407.5

地学博士も驚いた!ヤバい「地球図鑑」 渡邉　克晃／著 青春出版社 450

世界の鉱物・岩石・化石・貝大図鑑 ダン・グリーン／文
スタジオタッククリエイティ
ブ 458

鉱物・岩石・化石 松原　聰／監修 学研プラス 459.03

やさいとくだもの 石賀　安枝／監修
スタジオタッククリエイティ
ブ 498.5

大接近!工場見学　ごみとリサイクル編 高山　リョウ／構成・文 岩崎書店 509.2

はじめてののりものずかん 講談社ビーシー／編 講談社 536

作ってたのしい!かざってかわいい!季節のおりがみ　春巻 たつくりのおりがみ／監修 文研出版 754.9

もっと!ひらめき力がぐんぐん育つ!なぞなぞチャレンジ!スペシャル 嵩瀬　ひろし／作 ナツメ社 798.3

まいにち1分おんどく大百科366 隂山　英男／監修 名古屋：リベラル社 809.4

児童書 お花のドレスのBプラン あんびる　やすこ／著 岩崎書店 F ｱﾝ 28

読み物 5分後に犯人に迫るラスト エブリスタ／編 河出書房新社 F ｺﾞﾌ

海色ダイアリー　２～６ みゆ／作 集英社 F ﾐﾕ

ながぐつくんとあまがさちゃん 中川　ひろたか／文 自由国民社 E ﾀ 6

山の上に貝がらがあるのはなぜ? アレックス・ノゲス／文 岩崎書店 E ｱｼ

パンやのくまさん
フィービとセルビ・ウォージ
ントン／さく・え 福音館書店 E ｳｵ

絵　本 てぶ～くろ ガタロー☆マン／作 誠文堂新光社 E ｶﾞﾀ

ゆうきをだしてよ、ローガン! ニコラ・キニア／さく 化学同人 E ｷﾆ

ごあいさつあそび きむらゆういち／さく 偕成社 E ｷﾑ

いち・にの・さんかんび くすのきしげのり／さく 東洋館出版社 E ｺﾊﾞ

パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田　ケイコ／作 KADOKAWA E ｼﾊﾞ

ぼくは川のように話す ジョーダン・スコット／文 偕成社 E ｽﾐ

やさいのがっこう なかや　みわ／さく 白泉社 E ﾅｶ

ムーミン谷のなかまたち トーベ・ヤンソン／原案 徳間書店 E ﾑﾐ

ぼくはぼくのおいしゃさん うえだ　しげこ／作・絵 教育画劇 C ｳｴ

紙芝居 ネルコハソダツネルコハソダツ… 宮崎　総一郎／作 教育画劇 C ｻｲ

がんばれ!おなかのなかのゼンダマン しもとり　えり／作 教育画劇 C ｼﾖ

フーコとライタのにんじゃしゅぎょう 田中　六大／作・絵 教育画劇 C ﾀﾅ

いえでおふろ つぼい　ひろき／作・絵 教育画劇 C ﾂﾎﾞ

うごくのだいすき!ツヤツヤホカホカニコニコほっぺ もなみ　なみこ／作・絵 教育画劇 C ﾓﾅ


