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７ 参考資料 

 

１ ．貸出上位の資料紹介（R3.4.1～R4.3.31） 

 

 ◆一般書 

回数 タイトル 作者等 出版者 出版年 

65 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 幻冬舎 2021 

64 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾 光文社 2020 

60 クスノキの番人 東野 圭吾 実業之日本社 2020 

55 少年と犬 馳 星周 文藝春秋 2020 

51 心淋し川 西條 奈加 集英社 2020 

48 流浪の月 凪良 ゆう 東京創元社 2019 

47 推し、燃ゆ 宇佐見 りん 河出書房新社 2020 

46 魔力の胎動 東野 圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018 

46 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき 文藝春秋  2018 

46 落日 湊 かなえ 角川春樹事務所 2019 

46 ライオンのおやつ 小川 糸 ポプラ社 2019 

46 ５２ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社 2020 

 
 
 ◆児童書 

回数 タイトル 作者等  出版者 出版年 

49 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原 ゆたか   ポプラ社       2016 

48 おしりたんてい ラッキーキャットはだれの

てに！ 

トロル ポプラ社 2019 

47 おしりたんてい おしりたんていのこい！？ トロル ポプラ社  2020 

46 おしりたんてい カレーなるじけん トロル ポプラ社  2019 

45 おしりたんてい ふめつのせっとうだん トロル ポプラ社 2016 

44 かいけつゾロリのじごくりょこう 原 ゆたか ポプラ社       2002 

44 かいけつゾロリとまほうのへや 原 ゆたか   ポプラ社  2004 

44 かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！ 原 ゆたか ポプラ社  2008 

44 かいけつゾロリのおいしい金メダル 原 ゆたか ポプラ社  2016 

44 おしりたんてい あやうしたんていじむしょ  

  

トロル ポプラ社  2018 

44 おしりたんてい かいとうとねわれたはなよ

め 

トロル ポプラ社  2019 

 

 

 ◆絵本 

回数 タイトル 作者等  出版者 出版年 

62 そらまめくんのベッド なかや みわ 福音館書店 1999 

59 アンパンマンとにじおばけ やなせ たかし フレーベル館 1999 

58 くれよんのくろくん なかや みわ 童心社 2001 

53 １１ぴきのねことへんなねこ 馬場 のぼる こぐま社 1989 

53 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん こぐま社 1974 

52 新タイムトラベラーウォーリーをおえ！ マーティン  ハン

ドフォード 

フレーベル館 2000 

52 スイミー レオ レオニ 好学社 1979 

51 へんしんトンネル あきやま ただし 金の星社 2002 
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51 ポケモンをさがせ！エメラルド 相原 和典 小学館 2005 

51 ぐりとぐら 中川 李枝子 福音館書店 1980 

 
 
 ◆紙芝居 
回数 タイトル 作者等  出版者 出版年 

15 アンパンマンとしょくぱんまん やなせ たかし フレーベル社 1980 

15 アンパンマンとカレーパンマン やなせ たかし フレーベル社 1980 

12 アンパンマンとごりらまん やなせ たかし フレーベル社 1980 

12 アンパンマンまじょのくにへ やなせ たかし フレーベル社 1980 

12 アンパンマンとつみきのしろ やなせ たかし フレーベル館 1980 

12 アンパンマンとばいきんまん やなせ たかし フレーベル社 1980 

11 アンパンマンとかびるんるん やなせ たかし フレーベル社 1980 

11 でんしゃのうんてんしさん 鎌田 歩 教育画劇 2020 

11 アンパンマンとロールパンナ やなせ たかし フレーベル館 1999 

11 アンパンマンとちびぞうくん やなせ たかし フレーベル社 1999 

11 アンマンマンとおむすびまん やなせ たかし フレーベル社 1980 

11 アンパンマンとかいじゅうアンコラ やなせ たかし フレーベル社 1980 

11 あわてものしょうぼうしゃウーカン 山脇 恭 教育画劇 1986 

 
 

 ◆雑 誌（タイト ル別） 
回数 タイトル 出版者 
914 オレンジページ オレンジページ 

866 クロワッサン マガジンハウス 

738 週刊文春 文藝春秋 

691 週刊新潮 新潮社 

635 ゆうゆう 主婦の友社 

606 暮しの手帖 暮しの手帖社 

590 サンキュ！ ベネッセコーポレーション 

552 ＥＳＳＥ フジテレビジョン 

539 婦人公論 中央公論新社 

493 日経ＷＯＭＡＮ 日経ホーム出版社 

 

 

 ◆CD 
回数 タイトル 歌等 出版者 出版年 

96 ＹＯＵＲ ＳＴＯＲＹ ＪＵＪＵ Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉ

ｃ Ｌａｂｅｌｓ 

2020 

84 八代目桂文楽十八番集 八代目桂文楽 ビクター伝統文化振

興財団 

2004 

68 １００歳になっても歌いたい童謡１

００ 

クロスロード・レ

ディース・アン 

Ｋｉｎｇ  Ｒｅｃｏ

ｒｄ 

2018 

67 超いきものばかり いきものがかり Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉ

ｃ Ｌａｂｅｌｓ 

2016 

64 ＮＨＫおかあさんといっしょスペシ

ャル５０セレクション 

横山 だいすけ ポニーキャニオン 2009 

60 保育園＊幼稚園＊こども園で人気の

どうよう＆あそびうた１００ 

高瀬 麻里子 Ｋｉｎｇ  Ｒｅｃｏ

ｒｄ 
2019 
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56 ５×２０ ＡＲＡＳＨＩ ジェイ・ストーム 2019 

56 ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ ＳＥＫＡＩ ＮＯ 

ＯＷＡＲＩ 

ＴＯＹ’S ＦＡＣＴ

ＯＲＹ 
2021 

51 ｔｈｅ ｂｅｓｔ 高橋 真梨子 ＩＮＶＩＴＡＴＩＯＮ 2018 

48 心に響くＢＥＳＴ 村下 孝蔵 Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉ

ｃ Ｄｉｒｅｃｔ 

2019 

 
 
 ◆DVD 
回数 タイトル 監督等 出版者 出版年 

62 崖の上のポニョ 宮崎 駿 ウォルトディズニー

スタジオホームエン

ターテイメント 

2009 

41 となりのトトロ 宮崎 駿 ブエナビスタホーム

エンターテイメント 
2003 

38 映画クレヨンしんちゃん しぎの あきら シンエイ動画 2018 

38 おばけむらめいろ 香川 豊 げんきげんきノンタ

ン製作委員会 
2019 

37 モアナと伝説の海 ジョン・マスカー ウォルト・ディズニー

・ジャパン 
2019 

37 ロイヤルコーギー ヴァンサン・ケス

テロー 

ハピネット 2020 

36 映画クレヨンしんちゃん 本郷 みつる シンエイ動画 2008 

36 アナと雪の女王 クリス・バック ウォルト・ディズニー

・スタジオ・ジャパン 
2014 

35 ファインディング ドリー ＡＮＤＲＥＷ Ｓ

ＴＡＮＴＯＮ 

ウォルト・ディズニー

・ジャパン 
2017 

35 トムとジェリー夢のチョコレート工

場 

スパイク・ブラン

ト 

ブエナビスタホーム

エンターテイメント 
2017 

35 ラプンツェル ザ・シリーズ  ウォルト・ディズニー

・ジャパン 
2018 

35 働く細胞［１］Ｖｏｌ.１ 鈴木 健一 アニプレックス 2020 

 
 
 
２ ．予約ベスト リ スト （R3.4.1～R4.3.31） 
 

 ◆一般書 
回数 タイトル 作者等 出版者 出版年 

104 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 幻冬舎 2021 

94 ５２ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社 2020 

79 透明な螺旋 東野 圭吾 文藝春秋 2021 

64 琥珀の夏 辻村 深月 文藝春秋 2021 

50 黒牢城 米澤 穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021 

46 小説８０５０ 林 真理子 新潮社 2021 

45 硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社 2021 

41 エレジーは流れない 三浦 しをん 双葉社 2021 

41 ミカエルの鼓動 柚月 裕子 文藝春秋 2021 

38 正欲 朝井 リョウ 新潮社 2021 

38 人は話し方が９割 永松 茂久 すばる舎 2019 
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 ◆児童書 
回数 タ  イ  ト  ル 作  者  等  出版者 出版年 

18 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １５ 廣嶋 玲子 偕成社 2021 

16 カラスのいいぶん 嶋田 泰子 童心社 2020 

16 ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ 廣嶋 玲子 偕成社 2021 

13 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ８ 廣嶋 玲子 偕成社 2017 

13 ゆりの木荘の子どもたち 富安 陽子 講談社 2020 

12 ＡＩのサバイバル １ ゴムドリｃｏ. 朝日新聞出版 2018 

12 水族館のサバイバル ２ ゴムドリｃｏ. 朝日新聞出版 2020 

12 そのときがくるくる すず きみえ 文研出版 2020 

12 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １３ 廣嶋 玲子 偕成社 2020 

12 四つ子ぐらし ７ ひの ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020 

12 四つ子ぐらし ９ ひの ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021 

 

 

 ◆絵 本 
回数 タ  イ  ト  ル 作  者  等  出版者 出版年 

23 あんなにあんなに ヨシタケ シン

スケ 

ポプラ社 2021 

22 パンどろぼう 柴田 ケイコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020 

20 あきらがあけてあげるから ヨシタケ シン

スケ 

ＰＨＰ研究所 2021 

17 パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう 柴田 ケイコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021 

12 あなふさぎのジグモンタ とみなが まい ひさかたチャイ

ルド 
2020 

12 にげてさがして ヨシタケ シン

スケ 

赤ちゃんとママ

社 
2021 

11 あつかったらぬげばいい ヨシタケ シン

スケ 

白泉社 2020 

11 どこからきたの？おべんとう 鈴木 まもる 金の星社 2020 

11 もりの１００かいだてのいえ いわい としお 偕成社 2021 

10 パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ  

ｔｕｐｅｒａ 

絵本館 2013 

10 パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田 ケイコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021 

  

 

 ◆紙芝居 
回数 タ  イ  ト  ル 作  者  等  出版者 出版年 
3 どんぐりのうんどうかい あべ しまこ 童心社 2020 

2 おおきくなったら とよた かずひ

こ 

童心社 2021 

2 おかしのしまのハロウィンパーティー にしもと おさ

む 

教育画劇 2017 

2 たのしいおひなさま おおい じゅん

こ 

教育画劇 2021 

2 ねこのおはなみ 八木田 宜子 童心社 1988 

2 ブーくんのおいもほり 田中 伸介 教育画劇 2010 

2 みんなげんきピヨピヨ１・２ かこ さとし 童心社 2021 

2 よくばりなっちゃんのいもほりえんそく しらかた みお 童心社 2012 
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 ◆雑 誌（タイト ル別） 
回数 タ  イ  ト  ル 出 版 者 

68 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ出版センター 

62 山と溪谷 山と溪谷社 

61 ＮＨＫすてきにハンドメイド  ＮＨＫ出版 

59 週刊文春 文藝春秋 

55 ＥＳＳＥ フジテレビジョン 

47 週刊朝日 朝日新聞社 

43 サンデー毎日 毎日新聞社 

42 オレンジページ オレンジページ 

41 クロワッサン マガジンハウス 

40 婦人公論 中央公論新社 

40 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ プレジデント社 

 

 

 ◆CD 
回数 タイトル 歌等 出版者 出版年 
29 おいしいパスタがあると聞いて あいみょん ワーナーミュージッ

ク・ジャパン 

2020 

26 ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ ＳＥＫＡＩ Ｎ

Ｏ ＯＷＡＲＩ 

ＴＯＹ’Ｓ ＦＡＣ

ＴＯＲＹ 

2021 

24 Ｅｄｉｔｏｒｉａｌ ＯＦＦＩＣＩＡ

Ｌ ＨＩＧＥ 

ＤＡＮＤＩＳＭ 

ポニーキャニオン 2021 

16 ＳＩＮＧＡＬＯＮＧ 緑黄色社会 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉ

ｃ Ｌａｂｅｌｓ 

2020 

15 あの歌 １ 上白石 萌音 ユニバーサルミュー

ジック 

2021 

15 ＢＴＳ，ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＢＴＳ ユニバーサルミュー

ジック 

2021 

15 ボクたちの電光石火 ＧＲｅｅｅｅＮ ユニバーサルミュー

ジック 

2021 

14 ＹＯＵＲ ＳＴＯＲＹ ＪＵＪＵ Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉ

ｃ Ｌａｂｅｌｓ 

2020 

14 ＬＥＯ－ＮｉＮＥ ＬｉＳＡ Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉ

ｃ Ｌａｂｅｌｓ 

2020 

13 ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ ２ 秦 基博 ユニバーサルミュー

ジック 
2021 

13 Ｘ ＤＩＳＨ Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉ

ｃ Ｌａｂｅｌｓ 
2021 

13 ＳＴＲＡＹ ＳＨＥＥＰ ＫＥＮＳＨＩ 

ＹＯＮＥＺＵ 

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉ

ｃ Ｌａｂｅｌｓ 
2020 

13 ＨＥＬＰ ＥＶＥＲ ＨＵＲＴ ＮＥＶ

ＥＲ 

ＦＵＪＩＩ Ｋ

ＡＺＥ 

ユニバーサルミュー

ジック 
2020 
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◆Ｄ Ｖ Ｄ  
回数 タイトル 監督等 出版者 出版者 

25 アナと雪の女王 ２ クリス・バック ウォルト・ディズ

ニー・ジャパン 
2021 

11 はたらく細胞 ［１］Ｖｏｌ．１ 鈴木 健一 アニプレックス 2020 

11 はたらく細胞 ［１］Ｖｏｌ．２ 鈴木 健一 アニプレックス 2020 

11 はたらく細胞 ［１］Ｖｏｌ．３ 鈴木 健一 アニプレックス 2020 

10 ムーラン リン イー アットエンタテ

インメント 
2021 

9 蜜蜂と遠雷 石川 慶 東宝 2021 

8 １９１７ サム・メンデス ＮＢＣユニバー

サル・エンターテ

イメント 

2021 

8 はたらく細胞 ［１］Ｖｏｌ．４ 鈴木 健一 アニプレックス 2020 

8 パブリック エミリオ・エス

テベス 

バップ 2021 

8 ベイマックス ドン・ホール ウォルト・ディズ

ニー・スタジオ・

ジャパン 

2015 

 


