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よく貸出された資料 

◆一般書（小説） 

書  名 著 者 貸出回数 

謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 183回 

１Q８４ BOOK１ 村上 春樹 182回 

新参者 東野 圭吾 177回 

白銀ジャック 東野 圭吾 168回 

カッコウの卵は誰のもの 東野 圭吾 160回 

麒麟の翼 東野 圭吾 158回 

告白 湊 かなえ 154回 

夜行観覧車 湊 かなえ 152回 

１Ｑ８４ BOOK2 村上 春樹 151回 

聖女の救済 東野 圭吾 149回 

◆一般書（主題） 

書  名 著 者 貸出回数 

人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵 115回 

心を整える。 長谷部 誠 87回 

体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ 66回 

たった 1分で人生が変わる片づけの習慣 小松 易 52回 

しがみつかない生き方 香山 リカ 52回 

「空腹」が人を健康にする 南雲 吉則 52回 

断捨離 やました ひでこ 51回 

てんきち母ちゃんちの毎日ごはん ２ 井上 かなえ 46回 

てんきち母ちゃんちの毎日ごはん ３ 井上 かなえ 44回 

誰とでも 15分以上会話がとぎれない！話し方 66 のルール 野口 敏 43回 

 

◆児童書（よみもの）                ※シリーズものの貸出回数は、その中で最多のものを記載 

書  名 著 者 貸出回数 

『かいけつゾロリ』シリーズ 原 ゆたか 142回 

『ミルキー杉山のあなたも名探偵』シリーズ 杉山 亮 79回 

はれときどきぶた 矢玉 四郎 77回 

なぞなぞライオン 佐々木 マキ 75回 

あひるのバーバちゃん 神沢 利子 72回 

『にんタマ』シリーズ 尼子 騒兵衛 67回 

どれみふぁけろけろ 東 君平 59回 

うみのないしょだけどほんとだよ 竹下 文子 58回 
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◆児童書（絵本）                 ※シリーズものの貸出回数は、その中で最多のものを記載 

書  名 著 者 貸出回数 

『ぐりとぐら』シリーズ なかがわ りえこ 195回 

『アンパンマン』シリーズ やなせ たかし 137回 

ひとまねこざる H.A.レイ 131回 

『１１ぴきのねこ』シリーズ 馬場 のぼる 117回 

『１４ひき』シリーズ いわむら かずお 115回 

がたんごとんがたんごとん 安西 水丸 114回 

しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん 110回 

『バーバパパ』シリーズ アネット・チゾン 107回 

そらまめくんのベッド なかや みわ 98回 

しろくまちゃんぱんかいに わかやま けん 96回 

 

◆児童書（主題） 

書  名 著 者 貸出回数 

かけ算・わり算（ドラえもんの学習シリーズ） 小林 敢治郎 46回 

宇宙のサバイバル ３ 洪 在徹 45回 

消防車・パトカー～サイレンカー～ （学研） 43回 

ぴょこたんのなぞなぞ十二支あそび このみ ひかる 42回 

ぜんぶわかる JR全特急ものしりずかん 中井 精也 41回 

はやい電車１００点 広田 尚敏 40回 

数量関係がわかる（ドラえもんの学習シリーズ） 小林 敢治郎 39回 

ぴょこたんのまちがいえさがし ３ このみ ひかる 39回 

あやとり いととり １ さいとう たま 37回 

 

◆ヤングアダルト（コミック除く）           ※シリーズものの貸出回数は、その中で最多のものを記載 

書  名 著 者 貸出回数 

図書館戦争 有川 浩 36回 

シアター！ ２ 有川 浩 27回 

親指さがし 山田 悠介 26回 

恋空 上 美嘉 26回 

『バカとテストと召喚獣』シリーズ 井上 堅二 26回 

シアター！  有川 浩 24回 

ブラック 山田 悠介 23回 

恋物語 西尾 維新 23回 

ぼくらの恐怖ゾーン 宗田 理 23回 
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◆雑誌                                ※貸出回数は、最多の巻号のものを記載 

書  名 出版者 貸出回数 

婦人公論 中央公論新社 40回 

かぞくのじかん 婦人之友社 26回 

Ｖｅｒｙ 光文社 26回 

プレジデントＦａｍｉｌｙ プレジデント社 25回 

暮しの手帖 暮しの手帖 24回 

鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル 24回 

すてきな奥さん 主婦と生活社 23回 

オレンジページ オレンジページ 23回 

：ＥＲ： with Ｋｉｄｓ 朝日新聞社 22回 

 

◆ビデオ                          ◆ＤＶＤ 

タイトル 貸出回数 

ドラえもん/のび太とブリキの迷宮 32回 

ドラえもん/のび太の南海大冒険 26回 

トムとジェリーキッズ／強敵登場！ 26回 

パンダコパンダ／雨ふりサーカス 26回 

トムとジェリー １ 25回 

かいけつゾロリ ３ 23回 

パンダコパンダ 23回 

トムとジェリー ２ 22回 

七夕さま、さだ六とシロ、河童の雨ごい 21回 

かいけつゾロリ １ 21回 

 

◆ＣＤ 

タイトル アーティスト名または発売社 貸出回数 

青春歌年鑑 70年代総集編 ポニーキャニオン 38回 

１９６９ 由紀さおり＆ピンク・マルティーニ 32回 

Singles 2000 中島みゆき 中島 みゆき 31回 

Expressions 竹内 まりや 31回 

コブクロ All singles best コブクロ 30回 

NAMELESS WORLD コブクロ 28回 

First Message 絢香 28回 

長渕剛 BEST～風～ 長渕 剛 27回 

あっ、ども。おひさしぶりです。 GReeeen 27回 

ボーカリスト ４ 徳永 英明 27回 

 

タイトル 貸出回数 

トムとジェリー vol.3 41回 

101匹わんちゃん  35回 

トムとジェリー vol.1 34回 

トムとジェリー vol.2 33回 

プリンセス・トヨトミ 33回 

ふしぎの国のアリス 32回 

隠し剣鬼の爪 31回 

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 29回 

猫の恩返し,ギブリーズ episode2 29回 

ねずみくんのチョッキ ２ 28回 


