
タイトル 著  者 出版社

1 グッドナイト 折原　一　 光文社

2 黒石 大沢　在昌　 光文社

3 71歳、年金月5万円、あるもので工夫する楽しい節約生活 紫苑　 大和書房

4 北海道の歴史がわかる本 桑原　真人　 亜璃西社

5 野口光が教える一生使えるダーニング術 野口　光　 秀和システム

6 家康の海 植松　三十里　 PHP研究所

7 闘え!ミス・パーフェクト 横関　大　 幻冬舎

8 可憐で愛らしい花が作れるフェルトフラワーBOOK ラウリー史佳　 KADOKAWA

9 建築家の自邸探訪　家好き芸人アンガールズ・田中が行く! 田中　卓志　 扶桑社

10 なぜか話しかけたくなる人、ならない人 有川　真由美　 PHP研究所

11 災害・有事を生き残る!自衛隊防災サバイバル術 ― 扶桑社

12 うさぎ玉ほろほろ 西條　奈加　 講談社

13 息をつめて 桂　望実　 光文社

14 教誨 柚月　裕子　 小学館

15 秋麗 今野　敏　 角川春樹事務所

16 ジャクソンひとり 安堂　ホセ　 河出書房新社

17 ビューティフルからビューティフルへ 日比野　コレコ　 河出書房新社

18 タングル 真山　仁　 小学館

19 連鎖 黒川　博行　 中央公論新社

20 死は存在しない　最先端量子科学が示す新たな仮説 田坂　広志　 光文社

21 不可能を可能にする大谷翔平120の思考 大谷　翔平　 ぴあ

22 ゆるキャン△　1　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

23 ゆるキャン△　4　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

24 ゆるキャン△　6　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

25 ゆるキャン△　8　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

26 ゆるキャン△　9　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

27 ゆるキャン△　10　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

28 ゆるキャン△　12　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

29 ゆるキャン△　13　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

30 Dr.STONE　26　未来を唆るもの Boichi　 集英社

31 鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 小宮　輝之　 カンゼン

32 ギフテッド 藤野　恵美　 光文社

33 子育て365日　親の不安がスーッと消える言葉集 親野　智可等　 ダイヤモンド社

34 ノラネコぐんだんコミック 工藤　ノリコ　 白泉社

35 面白いほどスイスイ進む!　クロール・バタフライ・平泳ぎ・背泳ぎ トモキン　 メイツユニバーサルコンテンツ

36 冬の北海道　'23 ― 昭文社

37 新分類牧野日本植物図鑑 牧野　富太郎　 北隆館

38 悲しみの夏　北海道空襲を忘れない 菊地　慶一　 中西出版

39 面接官に好印象を与える高校入試面接のオキテ55 常本　浩幸　 KADOKAWA

１月新規受入図書
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40 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　 翔泳社

41 転生したらスライムだった件　1 伏瀬　 マイクロマガジン社

42 転生したらスライムだった件　2 伏瀬　 マイクロマガジン社

43 転生したらスライムだった件　3 伏瀬　 マイクロマガジン社

44 転生したらスライムだった件　4 伏瀬　 マイクロマガジン社

45 転生したらスライムだった件　5 伏瀬　 マイクロマガジン社

46 転生したらスライムだった件　6 伏瀬　 マイクロマガジン社

47 転生したらスライムだった件　7 伏瀬　 マイクロマガジン社

48 転生したらスライムだった件　8 伏瀬　 マイクロマガジン社

49 転生したらスライムだった件　9 伏瀬　 マイクロマガジン社

50 転生したらスライムだった件　10 伏瀬　 マイクロマガジン社

51 転生したらスライムだった件　11 伏瀬　 マイクロマガジン社

52 転生したらスライムだった件　12 伏瀬　 マイクロマガジン社

53 転生したらスライムだった件　13 伏瀬　 マイクロマガジン社

54 転生したらスライムだった件　13.5　公式設定資料集 伏瀬　 マイクロマガジン社

55 転生したらスライムだった件　14 伏瀬　 マイクロマガジン社

56 転生したらスライムだった件　15 伏瀬　 マイクロマガジン社

57 転生したらスライムだった件　16 伏瀬　 マイクロマガジン社

58 転生したらスライムだった件　17 伏瀬　 マイクロマガジン社

59 転生したらスライムだった件　18 伏瀬　 マイクロマガジン社

60 転生したらスライムだった件　19 伏瀬　 マイクロマガジン社

61 転生したらスライムだった件　20 伏瀬　 マイクロマガジン社

62 聴こえの障がいと補聴器・人工内耳入門 黒田　生子 学苑社

63 学童野球 辻　正人　 ベースボール・マガジン社

64 バドミントン 齋藤　亘　 ベースボール・マガジン社

65 アームストロング砲　上 司馬　遼太郎　 埼玉福祉会

66 アームストロング砲　下 司馬　遼太郎　 埼玉福祉会

67 身近な人が認知症になったら 佐藤　眞一　 西東社

68 グレーゾーンの歩き方　発達障がい・グレーゾーンの世界を理解する本 成沢　真介　 風鳴舎

69 終わりなき戦争紛争の100年史　大戦・冷戦・テロの真相 六辻　彰二　 さくら舎

70 最新コーチングの手法と実践がよ〜くわかる本 谷口　祥子　 秀和システム

71 ジャーナリスト与謝野晶子 松村　由利子　 短歌研究社

72 エネルギー早わかり　いつも食べる量のエネルギーがひと目でわかる 牧野　直子　 女子栄養大学出版部

73 更年期の処方箋　婦人科医が不安と疑問にやさしく答える 松峯　寿美　 ナツメ社

74 歴史を拓いた明治のドレス 吉原　康和　 G.B.

75 大谷翔平勇気をくれるメッセージ80 児玉　光雄　 三笠書房

76 バスケットボールの教科書　4　指導者の哲学と美学 鈴木　良和　 ベースボール・マガジン社

77 バスケットボールの教科書　3　チームマネジメント基礎 鈴木　良和　 ベースボール・マガジン社

78 バスケットボールの教科書　2　戦術と戦略の核心 鈴木　良和　 ベースボール・マガジン社
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79 バスケットボールの教科書　1　技術を再定義する 鈴木　良和　 ベースボール・マガジン社

80 考えるバスケットボール!超自主練66 中川　直之　 エクシア出版

81 バスケットボール「1対1」に強くなるトレーニングブック 鈴木　良和　 ベースボール・マガジン社

82 ゆるキャン△　2　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

83 ゆるキャン△　3　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

84 ゆるキャン△　5　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

85 ゆるキャン△　7　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

86 ゆるキャン△　11　highschool girls go yurucamp in nature! あfろ　 芳文社

87 淋しい狩人 宮部　みゆき　 新潮社

88 40代で必ずやっておくべき10のこと 『THE21』編集部 PHP研究所

89 秋雨物語 貴志　祐介　 KADOKAWA

90 ゴッホの犬と耳とひまわり 長野　まゆみ　 講談社

91 タスキメシ-五輪- 額賀　澪　 小学館

92 水　本の小説 北村　薫　 新潮社

93 データでみる県勢　2023 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

94 駅の名は夜明 高田　郁　 双葉社

95 エリザベス女王　写真で振り返る、国家に捧げた生涯　1926-2022 ― 日経ナショナルジオグラフィック

96 バレーボール 高橋　宏文　 ベースボール・マガジン社

97 老後の心配はおやめなさい　親と自分の「生活戦略」 荻原　博子　 新潮社

98 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口　謠司　 ワニブックス

99 優しい人には優しい出来事がありますように。 もくもくちゃん　 ワニブックス

100 PPバンドとクラフトバンドのかご・バッグ・小物　おうちで作ろう! 松田　裕美　 ダイヤモンド社

101 世界一わかりやすい1g=0.5円からの古きもので作る洋服と小物 吉田　三世　 ワニブックス

102 手ぬいでかんたん!ほどかずそのまま着物をリメイク 高橋　恵美子　 ブティック社

103 手ぬいでおしゃれに!着物をコートにリメイク 高橋　恵美子　 ブティック社

104 型紙いらずの着物リメイク 1枚の着物でセットアップ 松下　純子　 河出書房新社

105 毎日着られる着物リメイク 志水　美香　 日本文芸社

106 昭和の終着駅　北海道篇 安田　就視　 交通新聞社

107 オールカラー北海道の廃線記録 安田　就視 フォト・パブリッシング

108 骨灰 冲方　丁　 KADOKAWA

109 影と踊る日 神護　かずみ　 講談社

110 風の値段 堂場　瞬一　 小学館

111 見果てぬ王道 川越　宗一　 文藝春秋

112 たりる生活 群　ようこ　 朝日新聞出版

113 肩甲骨はがし　完全版　自律神経が整う 遠藤　健司　 幻冬舎

114 たべものいっぱい!あそべる!フェルトのおままごと ― 日本ヴォーグ社

115 はじめてのニャンドゥティ　パラグアイの伝統手芸 千森　麻由　 repicbook

116 日本鉄道旅行地図帳　1号　全線・全駅・全廃線　北海道 今尾　恵介　 新潮社

117 八王子千人同心 吉岡　孝　 同成社
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118 ルルとララのガトーショコラ あんびる　やすこ 岩崎書店

119 いのちのいろえんぴつ こやま　峰子 教育画劇

120 アイヌ民族27の昔話 北原　モコットゥナシ 北海道新聞社

121 ドラえもん社会ワールドお金のひみつ 藤子・F・不二雄 小学館

122 ピヨピヨハッピーバースデー 工藤　ノリコ　 佼成出版社

123 地下室の日曜日 村上　しいこ　 講談社

124 2番めにすき 吉野　万理子　 くもん出版

125 知里幸恵物語　アイヌの「物語」を命がけで伝えた人 金治　直美　 PHP研究所

126 まじょねこマーニャまほうのゆびわ さかい　さちえ　 マイクロマガジン社

127 おにはそと!ふくはうち! いもと　ようこ 金の星社

128 アニメコミックおしりたんてい　1 トロル ポプラ社

129 ぐいーん!こうしょさぎょうしゃ 鈴木　まもる　 偕成社

130 鳥をつくる マット・オットリー　 化学同人

131 それで、いい! 礒　みゆき　 ポプラ社

132 にじいろのさかなとおはなしさん マーカス・フィスター　 講談社

133 ひ・る・ご・は・ん! 武田　美穂　 ほるぷ出版

134 ピースがうちにやってきた 村上　しいこ　 さ・え・ら書房

135 ノラネコぐんだんうみのたび 工藤　ノリコ　 白泉社

136 ノラネコぐんだんおかしなさがしえブック 工藤　ノリコ　 白泉社

137 ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック 工藤　ノリコ　 白泉社

138 ピヨピヨおばあちゃんのうち 工藤　ノリコ　 佼成出版社

139 バスのたび 工藤　ノリコ　 ブロンズ新社

140 ピヨピヨはじめてのキャンプ 工藤　ノリコ　 佼成出版社

141 そらのたび 工藤　ノリコ　 ブロンズ新社

142 ふねのたび 工藤　ノリコ　 ブロンズ新社

143 ピヨピヨもりのゆうえんち 工藤　ノリコ　 佼成出版社

144 ピヨピヨメリークリスマス 工藤　ノリコ　 佼成出版社

145 れっしゃのたび 工藤　ノリコ　 ブロンズ新社

146 ピヨピヨスーパーマーケット 工藤　ノリコ　 佼成出版社

147 5分後に奇奇怪怪のラスト エブリスタ　 河出書房新社

148 5分後に奇跡のラスト エブリスタ　 河出書房新社

149 5分後に最凶のラスト エブリスタ　 河出書房新社

150 5分後に衝撃のどんでん返し エブリスタ　 河出書房新社

151 5分後に犯人に迫るラスト エブリスタ　 河出書房新社

152 知里幸恵とアイヌ ひきの　真二‖まんが 小学館

153 アイヌ民族21の人物伝 北原　モコットゥナシ 北海道新聞社

154 アイヌネノアンアイヌ 萱野　茂　 福音館書店

155 セミ神さまのお告げ　アイヌの昔話より ‖古布絵制作・再話 福音館書店

156 みんなが知りたい!地球の資源とエネルギーのしくみ 「子どもと地球資源」研究会　 メイツユニバーサルコンテンツ
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157 キッズペディア世界遺産 ― 小学館

158 漁業国日本を知ろう 北海道の漁業 渡辺　一夫 ほるぷ出版

159 漁業国日本を知ろう 東北の漁業 吉田　忠正　　 ほるぷ出版

160 漁業国日本を知ろう 関東の漁業 吉田　忠正　　 ほるぷ出版

161 漁業国日本を知ろう 九州・沖縄の漁業 吉田　忠正　　 ほるぷ出版

162 漁業国日本を知ろう 中国の漁業 吉田　忠正　　 ほるぷ出版

163 漁業国日本を知ろう 四国の漁業 渡辺　一夫　　 ほるぷ出版

164 漁業国日本を知ろう 中部の漁業 渡辺　一夫　　 ほるぷ出版

165 アニメコミックおしりたんてい　2 トロル ポプラ社

166 アニメコミックおしりたんてい　3 トロル ポプラ社

167 アニメコミックおしりたんてい　4 トロル ポプラ社

168 アニメコミックおしりたんてい　5 トロル ポプラ社

169 アニメコミックおしりたんてい　6 トロル ポプラ社

170 アニメコミックおしりたんてい　7 トロル ポプラ社

171 アニメコミックおしりたんてい　8 トロル ポプラ社

172 アニメコミックおしりたんてい　9 トロル ポプラ社

173 アニメコミックおしりたんてい　10 トロル ポプラ社

174 アニメコミックおしりたんてい　11 トロル ポプラ社

175 アニメコミックおしりたんてい　12 トロル ポプラ社

176 アニメコミックおしりたんてい　13 トロル ポプラ社

177 ポコポコクリスマスクッキー さかい　さちえ　 教育画劇

178 ちいさなちいさなこねこをさがして さかい　さちえ　 教育画劇

179 きつね山の赤い花 いもと　ようこ　 金の星社

180 へっこきよめさま いもと　ようこ　 金の星社

181 空色のゆりいす いもと　ようこ　 金の星社

182 もぐらのほったふかい井戸 いもと　ようこ　 金の星社

183 ねこの結婚式 いもと　ようこ　 金の星社

184 だれも知らない時間 いもと　ようこ　 金の星社

185 おいもころころ いもと　ようこ　 金の星社

186 ねことねずみ いもと　ようこ　 金の星社

187 ルルとララのティラミス あんびる　やすこ　 岩崎書店

188 ドラえもん社会ワールド古代文明のひみつ 藤子・F・不二雄 小学館

189 ドラえもん社会ワールド憲法って何だろう 藤子・F・不二雄 小学館

190 ドラえもん社会ワールド政治のしくみ 藤子・F・不二雄 小学館

191 ドラえもん社会ワールド日本と国際社会 藤子・F・不二雄 小学館

192 ドラえもん社会ワールド地図のひみつ 藤子・F・不二雄 小学館

193 ドラえもん社会ワールド情報に強くなろう 藤子・F・不二雄 小学館

194 ドラえもん社会ワールド日本の地理とくらし 藤子・F・不二雄 小学館

195 ドラえもん社会ワールド経済がよくわかる 藤子・F・不二雄 小学館
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196 ドラえもん社会ワールドなぜ?どうして?日本の歴史 藤子・F・不二雄 小学館

197 ドラえもん社会ワールド世界の地理とくらし 藤子・F・不二雄 小学館

198 ドラえもん社会ワールドspecialみんなのための法律入門 藤子・F・不二雄 小学館

199 あたまにかきのき いもと　ようこ　 金の星社

200 わらしべちょうじゃ いもと　ようこ　 金の星社

201 かさじぞう いもと　ようこ　 金の星社

202 いたずらぎつね いもと　ようこ　 金の星社

203 たなばたさま いもと　ようこ　 金の星社

204 つきのうさぎ いもと　ようこ　 金の星社

205 十二支のはじまり いもと　ようこ　 金の星社

206 オハヨウどろぼう おの　りえん　 理論社

207 絵で旅する国境 ヘラン　 文研出版

208 おばけのしかえし 山本　孝　 岩崎書店

209 いちねんじゅうおばけずかん　ハロウィンかぼちゃん 斉藤　洋　 講談社

210 漁業国日本を知ろう 近畿の漁業 渡辺　一夫　 ほるぷ出版

211 漁業国日本を知ろう 資料編　都道府県別データ 吉田　忠正 ほるぷ出版

212 まほうのあめだま いもと　ようこ　 金の星社

213 きみのことがだいすき いぬい　さえこ パイインターナショナル

214 ずかん貝のからだ　見ながら学習調べてなっとく 清水　洋美 技術評論社

215 まんがで読む八王子歴史物語　2巻 松田　純 揺籃社

216 アイヌとキツネ いしくら　きんじ　 小峰書店

217 熊神とカパラペポンス いしくら　きんじ　 小峰書店

218 アイヌ犬コロとクロ　星になった少年と兄弟犬の物語 今泉　耕介　 ハート出版

219 青いヌプキナの沼 かこ　さとし　 復刊ドットコム

220 はじめてのおしりたんていキャラクターずかん ― ポプラ社

221 羽生善治のこども将棋中盤の戦い方入門 小田切　秀人 池田書店

222 ちいさなちいさなヤクのガーティ ケイト・ヒンドリー　　 岩崎書店

223 箱舟に8時集合! ウルリヒ・フーブ　 岩波書店

224 20ぴきのおしょうがつ たしろ　ちさと ひかりのくに

225 つるの家 いもと　ようこ　 金の星社

226 さんしょっ子 いもと　ようこ　 金の星社

227 かみそりぎつね いもと　ようこ　 金の星社

228 ゆきのよるに いもと　ようこ　 金の星社

229 5分後にときめくラスト エブリスタ　 河出書房新社

230 0さい〜3さい脳そだて　おさかなちゃんとあ〜そ〜ぼ! 茂木　健一郎 Gakken
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