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１ヵ月間実施した利用者アンケートの集計を行いました

ただいた貴重なご意見を今後の改善の参考といたします。ご協力ありがとうご

女性５８％ 

３０～５０歳２９％ ６０歳以上

していますか？」の集計」（昨年度との比較）

やや不満で

ある 
不満である

2.2% 

2.2% 

6.7% 

6.7% 

満足・おおむね満足と回答された方は約９割となりました。不満な点は、本・

絵本を増やしてほしい、座席やパソコンが少ないなど。 

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日 ４４４４月月月月 

１０日（月）、１７日（月１０日（月）、１７日（月１０日（月）、１７日（月１０日（月）、１７日（月

dreamwork.codreamwork.codreamwork.codreamwork.co
土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）

一般図書新着本コーナー横 カウンター後

地域の言葉で絵本を読んでみよう！

ちょっと旅をしたくなる。

まだ誰もその本を手にしていない…

司書のイチオシ本を紹介します。
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★その他★その他★その他★その他

宇宙戦隊キュウレンジャースターチェンジ

だ！９だいヒーロー

あかですよあおですよ（かこさとし）

あさですよよるですよ（かこさとし）

げんきにおでかけ（五味太郎）

こわい、こわい、こわい？

おいしそうなしろくま（柴田ケイコ）

ゆうくんのくま

カレー地獄旅行（ひげラク

よるのこどものあかるいゆめ

わたしはきっと小鳥（はやしゆみ）

南総里見八犬伝（越水利江子）

少年 N

僕は上手にしゃべれない（椎野直弥）

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション

「悩み部」の平和と、その限界。

枕草子（令丈ヒロ子）

すがたをかえるたべものしゃしんえほん

はじめての浮世絵
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新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

宇宙戦隊キュウレンジャースターチェンジ

だ！９だいヒーロー 

あかですよあおですよ（かこさとし）

あさですよよるですよ（かこさとし）

げんきにおでかけ（五味太郎）

こわい、こわい、こわい？

おいしそうなしろくま（柴田ケイコ）

ゆうくんのくまパジャマ（カザ敬子）

カレー地獄旅行（ひげラク

よるのこどものあかるいゆめ

（たにかわしゅんたろう）

わたしはきっと小鳥（はやしゆみ）

南総里見八犬伝（越水利江子）

N の長い長い旅 

僕は上手にしゃべれない（椎野直弥）

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション

「悩み部」の平和と、その限界。

枕草子（令丈ヒロ子）

すがたをかえるたべものしゃしんえほん

はじめての浮世絵 １～３（深光富士男）

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者、本の順序は、本の順序は、本の順序は、本の順序は著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順

※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色」です。」です。」です。」です。

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

宇宙戦隊キュウレンジャースターチェンジ

 

あかですよあおですよ（かこさとし）

あさですよよるですよ（かこさとし）

げんきにおでかけ（五味太郎） 

こわい、こわい、こわい？（ラフィク

おいしそうなしろくま（柴田ケイコ）

パジャマ（カザ敬子）

カレー地獄旅行（ひげラク商店） 

よるのこどものあかるいゆめ 

（たにかわしゅんたろう）

わたしはきっと小鳥（はやしゆみ）

南総里見八犬伝（越水利江子） 

 ０２（石川宏千花）

僕は上手にしゃべれない（椎野直弥）

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション

（川端康成）

「悩み部」の平和と、その限界。 

（麻希一樹）

枕草子（令丈ヒロ子） 

すがたをかえるたべものしゃしんえほん

（宮崎祥子）

１～３（深光富士男）

著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順です。です。です。です。 

」です。」です。」です。」です。 

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ 

★

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書
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宇宙戦隊キュウレンジャースターチェンジ

あかですよあおですよ（かこさとし） 

あさですよよるですよ（かこさとし） 

フィク・シャミ） 

おいしそうなしろくま（柴田ケイコ） 

パジャマ（カザ敬子） 

 

（たにかわしゅんたろう） 

わたしはきっと小鳥（はやしゆみ） 

０２（石川宏千花） 

僕は上手にしゃべれない（椎野直弥） 

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 恋 

（川端康成） 

 ５ 

（麻希一樹） 

すがたをかえるたべものしゃしんえほん １５ 

（宮崎祥子） 

１～３（深光富士男） 

アリハラせんぱいと救えないやっかいさん

COCORA

狩人の

T

東京クルージング（伊集院静）

不時着する流星たち（小川洋子）

失われた地図（恩田陸）

テロリストの処方（久坂部羊）

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子）

五覚堂

教会堂の殺人事件（周木律）

黒い巨塔（瀬木比呂志）

錯迷（堂場瞬

本を守ろうとする猫の話（夏川草介）

中年心得帳（林真理子）

野良猫を尊敬した日（穂村弘）

ついに、来た？（群ようこ）

金星

氷菓（米沢穂信）

ふたりの距離の概算（米沢穂信）

クドリャフカの順番（米沢穂信）

愚者のエンドロール（米沢穂信）

遠まわりする雛（米澤穂信）

★文庫文庫文庫文庫    

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書    ※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「

 ★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語

アリハラせんぱいと救えないやっかいさん

COCORA １・２（天咲心良）

狩人の悪夢（有栖川有栖）

T の衝撃（安生正）

東京クルージング（伊集院静）

不時着する流星たち（小川洋子）

失われた地図（恩田陸）

テロリストの処方（久坂部羊）

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子）

五覚堂の殺人事件（周木律）

教会堂の殺人事件（周木律）

黒い巨塔（瀬木比呂志）

錯迷（堂場瞬一）

本を守ろうとする猫の話（夏川草介）

中年心得帳（林真理子）

野良猫を尊敬した日（穂村弘）

ついに、来た？（群ようこ）

金星特急 １～７（嬉野君）

氷菓（米沢穂信）

ふたりの距離の概算（米沢穂信）

クドリャフカの順番（米沢穂信）

愚者のエンドロール（米沢穂信）

遠まわりする雛（米澤穂信）
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小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

アリハラせんぱいと救えないやっかいさん

１・２（天咲心良）

（有栖川有栖） 

の衝撃（安生正） 

東京クルージング（伊集院静）

不時着する流星たち（小川洋子）

失われた地図（恩田陸） 

テロリストの処方（久坂部羊）

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子）

殺人事件（周木律） 

教会堂の殺人事件（周木律） 

黒い巨塔（瀬木比呂志） 

一） 

本を守ろうとする猫の話（夏川草介）

中年心得帳（林真理子） 

野良猫を尊敬した日（穂村弘）

ついに、来た？（群ようこ） 

１～７（嬉野君）

氷菓（米沢穂信） 

ふたりの距離の概算（米沢穂信）

クドリャフカの順番（米沢穂信）

愚者のエンドロール（米沢穂信）

遠まわりする雛（米澤穂信）

茶色茶色茶色茶色」です」です」です」です。。。。    

アリハラせんぱいと救えないやっかいさん 

（阿川せんり）

１・２（天咲心良） 

東京クルージング（伊集院静） 

不時着する流星たち（小川洋子） 

テロリストの処方（久坂部羊） 

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子） 

 

 

本を守ろうとする猫の話（夏川草介） 

野良猫を尊敬した日（穂村弘） 

 

１～７（嬉野君） 

ふたりの距離の概算（米沢穂信） 

クドリャフカの順番（米沢穂信） 

愚者のエンドロール（米沢穂信） 

遠まわりする雛（米澤穂信） 

★その他その他その他その他

 

（阿川せんり） 

「本をつくる」という仕事（稲泉連）

アメリカに喧嘩を売る国（古谷経衡）

代表的日本人（内村鑑三）

紙でつくるリハビリクラフト（佐々木隆志）

難民を知るための基礎知識（滝沢三郎）

発達障害の

目からうろこ！本当の

婚葬祭のことば（ことば舎）

科学のあらゆる疑問に答えます

つじつまを合わせたがる脳（横沢一彦）

腎臓機能を保つおいしい低たんぱく食レシピ

（渡辺昌）

目は１分でよくなる！（今野清志）

図解めっき技術の基礎（星野重夫）

愛らしい加賀のゆびぬき（寺島綾子）

フェルトで作る花モチーフ９２

フランス式庭園の魅力とル・ノートルの世界

（杉尾伸太郎）

世界でいちばんかなしい花（滝晴巳）

飲食店のためのハラル対策ハンドブック

花のかたち（中村愛）

配色手帳（日本カラーデザイン研究所）

親子でからだあそび（佐藤弘道）

その他その他その他その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

「本をつくる」という仕事（稲泉連）

アメリカに喧嘩を売る国（古谷経衡）

代表的日本人（内村鑑三）

紙でつくるリハビリクラフト（佐々木隆志）

難民を知るための基礎知識（滝沢三郎）

発達障害の子のための「すごい道具」（安部博志）

目からうろこ！本当の

婚葬祭のことば（ことば舎）

科学のあらゆる疑問に答えます

つじつまを合わせたがる脳（横沢一彦）

腎臓機能を保つおいしい低たんぱく食レシピ

（渡辺昌） 

目は１分でよくなる！（今野清志）

図解めっき技術の基礎（星野重夫）

愛らしい加賀のゆびぬき（寺島綾子）

フェルトで作る花モチーフ９２

フランス式庭園の魅力とル・ノートルの世界

（杉尾伸太郎） 

世界でいちばんかなしい花（滝晴巳）

飲食店のためのハラル対策ハンドブック

（ハラルジャパン教会）

花のかたち（中村愛） 

配色手帳（日本カラーデザイン研究所）

親子でからだあそび（佐藤弘道）

「本をつくる」という仕事（稲泉連）

アメリカに喧嘩を売る国（古谷経衡）

代表的日本人（内村鑑三） 

紙でつくるリハビリクラフト（佐々木隆志）

難民を知るための基礎知識（滝沢三郎）

ための「すごい道具」（安部博志）

目からうろこ！本当の意味いわれがわかる冠

婚葬祭のことば（ことば舎） 

科学のあらゆる疑問に答えます 

（ミック・

つじつまを合わせたがる脳（横沢一彦）

腎臓機能を保つおいしい低たんぱく食レシピ

目は１分でよくなる！（今野清志） 

図解めっき技術の基礎（星野重夫） 

愛らしい加賀のゆびぬき（寺島綾子）

フェルトで作る花モチーフ９２ 

（ピエニシエニ）

フランス式庭園の魅力とル・ノートルの世界

世界でいちばんかなしい花（滝晴巳）

飲食店のためのハラル対策ハンドブック

（ハラルジャパン教会）

 

配色手帳（日本カラーデザイン研究所）

親子でからだあそび（佐藤弘道） 

「本をつくる」という仕事（稲泉連） 

アメリカに喧嘩を売る国（古谷経衡） 

紙でつくるリハビリクラフト（佐々木隆志） 

難民を知るための基礎知識（滝沢三郎） 

ための「すごい道具」（安部博志） 

意味いわれがわかる冠

・オヘア） 

つじつまを合わせたがる脳（横沢一彦） 

腎臓機能を保つおいしい低たんぱく食レシピ

 

 

愛らしい加賀のゆびぬき（寺島綾子） 

（ピエニシエニ） 

フランス式庭園の魅力とル・ノートルの世界

世界でいちばんかなしい花（滝晴巳） 

飲食店のためのハラル対策ハンドブック 

（ハラルジャパン教会） 

配色手帳（日本カラーデザイン研究所） 


