
資料名 著者名 出版者

1 もしかしてひょっとして 大崎 梢 光文社

2 行った気になる世界遺産 鈴木 亮平 ワニブックス

3 肉体のジェンダーを笑うな 山崎 ナオコーラ 集英社

4 命の砦 五十嵐 貴久 祥伝社

5 霊能者たち 嶺里 俊介 光文社

6 いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子 講談社

7 ニッポンの違和感 松尾 貴史 毎日新聞出版

8 夢七日 夜を昼の國 いとう せいこう 文藝春秋

9 生き抜くヒント 五木 寛之 新潮社

10 中学英語から始める洋書の世界 林 剛司 青春出版社

11 五色の殺人者 千田 理緒 東京創元社

12 たべる生活 群 ようこ 朝日新聞出版

13 野菜はあたためて食べる! 堤 人美 新星出版社

14 復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山 七里 講談社

15 たのしい路上園芸観察 村田 あやこ グラフィック社

16 サード・キッチン 白尾 悠 河出書房新社

17 質草女房 渋谷 雅一 角川春樹事務所

18 建築史探偵の事件簿 蒼井 碧 宝島社

19 小麦の法廷 木内 一裕 講談社

20 「賛否両論」おせちの本完全版 笠原 将弘 KADOKAWA

21 自分勝手で生きなさい 下重 暁子 マガジンハウス

22 湖の女たち 吉田 修一 新潮社

23 アンと愛情 坂木 司 光文社

24 善医の罪 久坂部 羊 文藝春秋

所蔵館 ：菱刈図書館  資料区分  ：一般



25 461個の弁当は、親父と息子の男の約束。 渡辺 俊美 マガジンハウス

26 志麻さん式定番家族ごはん タサン志麻 日経BP

27
通園・通学グッズの超きほん+マスクとサブバッ
グ

水野 佳子 主婦の友社

28 遺伝子
NHKスペシャル「人体」
取材班

医学書院

29 そして、海の泡になる 葉真中 顕 朝日新聞出版

30 切り紙、はじめました。 石川 眞理子 永岡書店

31 漫画サピエンス全史 人類の誕生編 ユヴァル　ノア　ハラリ 河出書房新社

32 サラと魔女とハーブの庭 七月 隆文 宝島社

33 煉獄の獅子たち 深町 秋生 KADOKAWA

34 相剋 笹本 稜平 双葉社

35 きのうのオレンジ 藤岡 陽子 集英社

36 包みと袋のおりがみ 布施 知子 誠文堂新光社

37 困ったときのおへやあそび 近藤 理恵 かもがわ出版

38 鍋おかず100 鈴木 理乃 永岡書店

39 里親になりませんか 吉田 菜穂子 日本法令

40 渋沢栄一運命を切り拓く言葉 渋沢 栄一 清談社Publico

41 龍神の子どもたち 乾 ルカ 祥伝社

42 中野京子の西洋奇譚 中野 京子 中央公論新社

43 白日 月村 了衛 KADOKAWA

44 アンダークラス 相場 英雄 小学館

45 ばぁばのおせち 鈴木 登紀子 文化学園文化出版局

46 水と礫 藤原 無雨 河出書房新社

47 だまされ屋さん 星野 智幸 中央公論新社

48 今日の人生２ 益田 ミリ ミシマ社

49 野菜たっぷり大量消費レシピ304 阪下 千恵 新星出版社

50 落語キャラクター絵図 美濃部 由紀子
メイツユニバーサルコンテ
ンツ



51 世間とズレちゃうのはしょうがない 養老 孟司 PHP研究所

52 私を愛して下さい 西村 京太郎 集英社

53 日本のオンライン教育最前線 石戸 奈々子 明石書店

54 いまはそれアウトです! 菊間 千乃 アスコム

55 浅草迄 北野 武 河出書房新社

56 吹上奇譚第３話 吉本 ばなな 幻冬舎

57 とわの庭 小川 糸 新潮社

58 シニア世代の食材冷凍術 本多 京子 講談社

59 かわいい縁起物刺しゅう アップルミンツ

60 コーチ 堂場 瞬一 東京創元社

61 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 水鈴社

62 死の扉 小杉 健治 双葉社

63 この気持ちもいつか忘れる 住野 よる 新潮社

64 わが子が就活を始めるときに読む本 渡部 幸 KADOKAWA

65 イチバン親切なパンの教科書 坂本 りか 新星出版社

66 ふたりでちょうど200% 町屋 良平 河出書房新社

67 江戸染まぬ 青山 文平 文藝春秋

68 犬がいた季節 伊吹 有喜 双葉社

69 男の子にも女の子にも似合う服 高島 まりえ 日本ヴォーグ社

70 戀童夢幻 木下 昌輝 新潮社

資料名 著者名 出版者

71 ピーターラビットのクリスマス レイチェル　ボーデン 文化学園文化出版局

72 まんぷくよこちょう なかざわ くみこ 文溪堂

73 ねこの町の小学校 小手鞠 るい 講談社

74 迷子の魂 オルガ　トカルチュク 岩波書店

所蔵館：菱刈図書館 資料区分：児童



75 おばけのジョージー メリーメリークリスマス! ロバート　ブライト 好学社

76 列車探偵ハル M.G.レナード 早川書房

77 コんガらガっちなにになってすすむ?の本 ユーフラテス 小学館

78 昔のお仕事大図鑑 小泉 和子 日本図書センター

79 こたつ 麻生 知子 福音館書店

80 ピラミッドのサバイバル２ 洪 在徹 朝日新聞出版

81 13歳からの英語が簡単に話せるようになる本 小野田 博一 PHPエディターズ・グループ

82 おとうとのたからもの 小手鞠 るい 岩崎書店

83 サンタさん 長尾 玲子 福音館書店

84 ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ピム　ラマース ほるぷ出版

85 スマイルショップ きたむら さとし 岩波書店

86 こたつうし かわまた ねね 世界文化ワンダークリエイト

87 ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤 ノリコ 白泉社

88 子どものためのスポーツ食トレ 亀井 明子 少年写真新聞社

89 ねこはすっぽり 石津 ちひろ こぐま社

90 スタジオジブリのいろんなくらし スタジオジブリ 徳間書店

91 ひとりひとり 谷川 俊太郎 講談社

92 野ねずみきょうだいの草花あそび 秋から春まで 相澤 悦子 福音館書店

93 水害の大研究 河田 惠昭 PHP研究所

94 水族館のサバイバル２ ゴムドリco. 朝日新聞出版

95 きんぎょがにげた 五味 太郎 福音館書店

96 ゆめぎんこう コンドウ アキ 白泉社

97 ぼうしくんのクリスマスプレゼント 新井 洋行 KADOKAWA

98 クリスマスツリーをかざろうよ トミー　デ　パオラ 光村教育図書

99 ふみきりかんかんくん きょうはなんのひ? 斉藤 洋 講談社

100 おんせんたまご 中尾 昌稔 大日本図書



101 劇場版鬼滅の刃 無限列車編 吾峠 呼世晴 集英社

102 すずめのうんどうぼうしつくります 西本 鶏介 金の星社

103 ぼくの犬スーザン ニコラ　デイビス あすなろ書房

104 色どろぼうをさがして
エヴァ　ジョゼフコ
ヴィッチ

ポプラ社

105 クリスマスの小屋 ルース　ソーヤー 福音館書店

106 うごきません。 大塚 健太 パイインターナショナル

107 猫町ふしぎ事件簿 廣嶋 玲子 童心社

108 ふゆごもりのまえに ジャン　ブレット 福音館書店

109 5分後に不思議の国のラスト エブリスタ 河出書房新社

110 はたらく電車大百科 「旅と鉄道」編集部 天夢人

資料名 出版者

111 婦人公論 2020年11/10号 中央公論社

112 すてきにハンドメイド 2020年12月号 ＮＨＫ出版

113 趣味の園芸 2020年12月号 日本放送出版協会

114 オレンジページ 2020年11/17号 ㈱オレンジページ

115 婦人公論 2020年11/24号 中央公論社

116 ＥＳＳＥ 2020年12月号 扶桑社

117 婦人公論 2020年12/8号 中央公論社

118 TJカゴシマ 2020年12月号

119 オレンジページ 2020年12/2号 ㈱オレンジページ

120 すてきな奥さん 新春  2021年版 主婦と生活社

121 ウィズ 2020年12月号 講談社

所蔵館：菱刈図書館 資料区分：雑誌


