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よく貸出された資料 

◆一般書（小説）                         ※上下巻は、多い方の貸出回数を記載 

書  名 著 者 貸出回数 

マスカレード・ホテル 東野 圭吾 162回 

真夏の方程式 東野 圭吾 156回 

カッコウの卵は誰のもの 東野 圭吾 141回 

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾 138回 

新参者 東野 圭吾 137回 

虚像の道化師 東野 圭吾 137回 

プラチナデータ 東野 圭吾 132回 

海賊とよばれた男《上・下》 百田 尚樹 129回 

麒麟の翼 東野 圭吾 126回 

県庁おもてなし課 有川 浩 115回 

◆一般書（主題） 

書  名 著者または出版社 貸出回数 

人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵 131回 

聞く力 阿川 佐和子 95回 

生きる悪知恵 西原 理恵子 59回 

体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ 57回 

医者に殺されない４７の心得 近藤 誠 55回 

「空腹」が人を健康にする 南雲 吉則 49回 

東京 ‘１３（マップルマガジン） 昭文社 47回 

たった 1分で人生が変わる片づけの習慣 小松 易 45回 

断捨離 やました ひでこ 44回 

置かれた場所で咲きなさい 渡辺 和子 41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 138回 

なぞなぞライオン 佐々木 マキ 79回 

はれときどきぶた 矢玉 四郎 70回 

『ミルキー杉山のあなたも名探偵』シリーズ 杉山 亮 62回 

『ハリー・ポッター』シリーズ J.K.ローリング 56回 

ぽんこつドライブ 平田 昌広 53回 

『にんタマ』シリーズ 尼子 騒兵衛 53回 

ピーポポ・パトロール 柏葉 幸子 50回 

わかったさんのクッキー 寺村 輝夫 47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 146回 

『アンパンマン』シリーズ やなせ たかし 124回 

『１４ひき』シリーズ いわむら かずお 106回 

そらまめくんのベッド なかや みわ 105回 

『１１ぴきのねこ』シリーズ 馬場 のぼる 100回 

『バーバパパ』シリーズ アネット・チゾン 95回 

おいしいおとなあに？ さいとう しのぶ 94回 

しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん 89回 

がたんごとんがたんごとん 安西 水丸 87回 

ノンタンおしっこしーしー キヨノ サチコ 87回 

 

◆児童書（主題） 

書  名 著 者 貸出回数 

ドラえもんの学習シリーズ（『かけ算・わり算』等） 小林 敢治郎 55回 

地球生きものアドベンチャー ２ ゴムドリ co. 47回 

かがくる BOOK「サバイバル」シリーズ 洪 在徹 46回 

でんしゃの顔 もちだ あきとし 42回 

ぜんぶわかる JR全特急ものしりずかん 中井 精也 36回 

視覚ミステリーえほん ウォルター・ウィック 35回 

はやい電車１００点 広田 尚敏 34回 

パノラマワイド新幹線 小賀野 実 33回 

はだしのゲン 第 2巻 中沢 啓治 32回 

どうぶつ館 成島 悦雄 32回 

あやとり いととり ３ さいとう たま 32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』シリーズ 有川 浩 41回 

『バカとテストと召喚獣』シリーズ 井上 堅二 29回 

シアター！ ２ 有川 浩 27回 

ぼくらの黒（ブラック）会社戦争 宗田 理 26回 

トリシアは魔法のお医者さん！！ ５ 南房 秀久 23回 

妖怪アパートの幽雅な日常 １０ 香月 日輪 22回 

モナミは宇宙を終わらせる？ はやみね かおる 21回 

もっと泣いちゃいそうだよ 小林 深雪 21回 

魔天使マテリアル ９ 藤咲 あゆな 21回 
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◆雑誌                                        ※タイトル別にカウント 

書  名 出版者 貸出回数 

オレンジページ オレンジページ 1,073回 

こどものとも０．１．２ 福音館書店 909回 

すてきな奥さん 主婦と生活社 665回 

婦人公論 中央公論新社 584回 

NHK きょうの料理 日本放送出版協会 573回 

鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 572回 

プレジデント Family プレジデント社 551回 

クロワッサン マガジンハウス 548回 

NHK趣味の園芸 日本放送出版協会 397回 

プレジデント プレジデント社 397回 

 

◆ビデオ                          ◆ＤＶＤ 

タイトル 貸出回数 

ドラえもん/のび太の南海大冒険 22回 

ドラえもん/のび太とブリキの迷宮 21回 

七夕さま、さだ六とシロ、河童の雨ごい 19回 

トムとジェリーキッズ／強敵登場！ 18回 

トムとジェリー ３ 18回 

パンダコパンダ 17回 

パンダコパンダ／雨ふりサーカス 17回 

新きかんしゃトーマス／シリーズ２-５ 17回 

トムとジェリー魔法の指輪 16回 

トムとジェリー キッズ／雲の上には… 16回 

かいけつゾロリ １ 16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 80年代総集編 ソニーミュージックダイレクト 24回 

青春歌年鑑 70年代総集編 ポニーキャニオン 23回 

人気テレビドラマ主題歌集 ポニーキャニオン 22回 

コブクロ All singles best コブクロ 21回 

キロロのいちばんイイ歌あつめました キロロ 20回 

美空ひばり ゴールデンベスト 美空 ひばり 20回 

志ん朝復活 ほ 古今亭 志ん朝 20回 

八代亜紀の昭和歌謡大全集 八代 亜紀 20回 

アイネ・クライネ・ナハトムジーク モーツァルト 19回 

CYCLE HIT 1991-1997 スピッツ 19回 

 

タイトル 貸出回数 

トムとジェリー vol.3 26回 

プリンセス・トヨトミ 24回 

ドラえもん／のび太の恐竜 23回 

ねずみくんのチョッキ １ 22回 

魔女の宅急便 22回 

もののけ姫 22回 

ドラえもん／のび太の海底鬼岩城 22回 

バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 21回 

ジュラシック・パーク 21回 

ねずみくんのチョッキ ２ 21回 

となりのトトロ 21回 


