
資料名 著者名 出版者

1 なかよしArt Book 講談社 講談社

2 おはなしいっぱい!楽しい手袋シアター amico 新星出版社

3 おとなになるのび太たちへ 藤子　F　不二雄　まんが 小学館

4 お探し物は図書室まで 青山 美智子 ポプラ社

5 京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井 壽 講談社

6 筆ペンで書くゆる文字季節のあいさつ 宇田川 一美 誠文堂新光社

7 ガラスの50代 酒井 順子 講談社

8 騙る 黒川 博行 文藝春秋

9 ひとり旅日和１ 秋川 滝美 KADOKAWA

10 雑煮365日 松本 栄文 NHK出版

11 かわいい壁面12か月DX ひかりのくに編集部 ひかりのくに

12 ふつうでない時をふつうに生きる 岸本 葉子 中央公論新社

13 丕緒の鳥 小野 不由美 新潮社

14
おうちで楽しむためのアフタヌーンティー
LESSON

安達 由香里 メイツユニバーサルコンテンツ

15 今度生まれたら 内館 牧子 講談社

16 スマホ脳 アンデシュ　ハンセン 新潮社

17 麒麟がくる完結編 池端 俊策 NHK出版

18 三体２上 劉 慈欣 早川書房

19 Auオードリー・タン アイリス　チュウ 文藝春秋

20
法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づ
くりガイド

LGBTとアライのための
法律家ネットワーク

法研

21 トコトンやさしい電線・ケーブルの本 福田 遵 日刊工業新聞社

22 面白くて眠れなくなる地学 左巻 健男 PHPエディターズ・グループ

23 藤井聡太のいる時代 朝日新聞将棋取材班 朝日新聞出版

24 だれかの記憶に生きていく 木村 光希 朝日新聞出版

所蔵館 ：菱刈図書館  資料区分  ：一般



25 ひとり旅日和２ 秋川 滝美 KADOKAWA

26 オルタネート 加藤 シゲアキ 新潮社

27 おばんでございます 桜木 紫乃 北海道新聞社

28 エンド・オブ・ライフ 佐々 涼子 集英社インターナショナル

29 日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸 筑摩書房

30 教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼 集英社

31 私を月に連れてって 鈴木 るりか 小学館

32 約束の猫 村山 早紀 立東舎

33 階段にパレット 東 直子 ポプラ社

34 口・のどのがん 三谷 浩樹 講談社

35 夫が倒れた!献身プレイが始まった 野田 敦子 主婦の友社

36 超図解で全部わかるインテリアデザイン入門 Aiprah エクスナレッジ

37 かんたん!かわいい!ディズニー手作りマスク 佐々木 公子 ブティック社

38 お龍のいない夜 風野 真知雄 小学館

39 見果てぬ花 浅田 次郎 小学館

40 どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな 双葉社

41 世界▷夢の映画旅行 Filmarks パイインターナショナル

42 独学大全 読書猿 ダイヤモンド社

43 Seven Stories 糸井 重里 文藝春秋

44 今夜 小野寺 史宜 新潮社

45 聖女か悪女 真梨 幸子 小学館

46
はじめてでもおいしく作れるリゾット・ピラ
フ・パエリア

上田 淳子 家の光協会

47 ふきさんのアイデアおもちゃ大百科 佐藤 蕗 偕成社

48
レスキューナースが教える新型コロナ×防災
マニュアル

辻 直美 扶桑社

49 青春とは、 姫野 カオルコ 文藝春秋

50 リュウジ式悪魔のレシピ リュウジ ライツ社



51 動物園めぐり G.B.

52 夢幻 上田 秀人 中央公論新社

53 しのぶ恋 諸田 玲子 文藝春秋

54 和菓子のアン 坂木 司 光文社

55 大分・別府 由布院21 昭文社

56 藤井弁当 藤井 恵 学研プラス

57 マナーはいらない 三浦 しをん 集英社

58 フィンランドでかなえる100の夢 kukkameri ダイヤモンド・ビッグ社

59 一日一花を愉しむ花の歳時記366 金田 初代 西東社

60 三体２下 劉 慈欣 早川書房

61 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

62 小学校学年別知識読みもの240 福岡 淳子 少年写真新聞社

63 蒸しレシピ ワタナベ マキ 学研プラス

64 マンション管理員オロオロ日記 南野 苑生 三五館シンシャ

65 誘拐ファミリー 新堂 冬樹 双葉社

66 悪魔を殺した男 神永 学 講談社

67 2020年の恋人たち 島本 理生 中央公論新社

68 銀の夜 角田 光代 光文社

69 攫い鬼 輪渡 颯介 講談社

70 色の楽しみ 暮らしの図鑑編集部 翔泳社

71
絵本専門士アナウンサーが教える心をはぐく
む読み聞かせ

杉上 佐智枝 小学館クリエイティブ

72 棚からつぶ貝 イモト アヤコ 文藝春秋

73 傍聴者 折原 一 文藝春秋

74 木曜日にはココアを 青山 美智子 宝島社

75 鎌田實の人生図書館 鎌田 實 マガジンハウス

76 ぼくもだよ。 平岡 陽明 角川春樹事務所



77 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ 小学館

78 デンドロビウム 江尻 宗一 NHK出版

79 猫の困った行動予防&解決ブック 藤井 仁美 緑書房

80 文系もハマる数学 横山 明日希 青春出版社

81 簿記の教科書1年生 宇田川 敏正 新星出版社

82 冬の狩人 大沢 在昌 幻冬舎

83 家時間 内田 彩仍 主婦と生活社

資料名 著者名 出版者

84 しゅくだいなかなおり 福田 岩緒 PHP研究所

85 モヤモヤそうだんクリニック 池谷 裕二 NHK出版

86 十二支のお雑煮 川端 誠 BL出版

87 ふぶきのみちはふしぎのみち 種村 有希子 アリス館

88 イッカボッグ J.K.ローリング 静山社

89 レオナルド・ダ・ビンチ フカキ ショウコ ポプラ社

90 クィディッチ今昔 J.K.ローリング 静山社

91 ピラミッドのサバイバル３ 洪 在徹 朝日新聞出版

92 なんでもレストラン 鈴木 まもる 文溪堂

93 防災室の日曜日 村上 しいこ 講談社

94 まちのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

95 しかくいので 新井 洋行 講談社

96 あしたのことば 森 絵都 小峰書店

97 おしりたんてい おしりたんていのこい!? トロル ポプラ社

98 だっこさんかいサンタクロース 角野 栄子 小学館

99 クリスマスかぞえうた 西村 敏雄 白泉社

100 見た目レンタルショップ 化けの皮 石川 宏千花 小学館

所蔵館：菱刈図書館 資料区分：児童



101 なにかがいる 佐藤 雅彦 福音館書店

102 きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん なかや みわ 小学館

103 怪物園 junaida 福音館書店

104 渋沢栄一 伊藤 砂務 集英社

105 世界史探偵コナン２ 青山 剛昌 小学館

106 世界史探偵コナン１ 青山 剛昌 小学館

107 妖怪の子預かります３ 廣嶋 玲子 東京創元社

108 よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木 香歩 理論社

109 伝統工芸のよさを伝えよう３ 青山 由紀 汐文社

110 タヌキとキツネ小さなともだち アタモト フロンティアワークス

111 みそしるをつくる 高山 なおみ ブロンズ新社

112 伝統工芸のよさを伝えよう２ 青山 由紀 汐文社

113 みかんアート 笹川 勇 主婦の友社

114 星空としょかんへようこそ 小手鞠 るい 小峰書店

115 世界史探偵コナン３ 青山 剛昌 小学館

116 ドラえもん探究ワールドすごい!発明のひみつ 藤子　F　不二雄 小学館

117 異種最強王図鑑 實吉 達郎 学研プラス

118 ミシンなしでかんたん!季節のこども手芸冬 C　R　K design 理論社

119 かいけつゾロリのまいにちおもしろクイズ1年分 土門 トキオ ポプラ社

120 あかいてぶくろ いりやま さとし 講談社

121 ドラえもん探究ワールド自然の脅威と防災 藤子　F　不二雄 小学館

122 おともだちになってくれる? サム　マクブラットニィ 評論社

123 竜が呼んだ娘 魔女の産屋 柏葉 幸子 朝日学生新聞社

124 伝統工芸のよさを伝えよう１ 青山 由紀 汐文社

125 妖怪の子預かります２ 廣嶋 玲子 東京創元社

126 妖怪の子預かります１ 廣嶋 玲子 東京創元社



127 すみっコぐらしをさがせ３ 主婦と生活社 主婦と生活社

128 魔女が相棒?オコジョ姫とカエル王子 柏葉 幸子 理論社

129 ねむねむごろん たなか しん KADOKAWA

資料名 出版者

130 婦人公論
2020年  12/22,1/4合
併特大号

中央公論社

131 オレンジページ 2020年12/17号 ㈱オレンジページ

132 暮しの手帖
2020年5号（春号
2020;4-5月号）

暮しの手帖社

133 暮しの手帖
9号 冬号2020-
2021(12-1月号）

暮しの手帖社

134 ウィズ 2021年1月号 講談社

135 暮しの手帖
2020年6号（初夏
2020;6-7月号）

暮しの手帖社

136 ＥＳＳＥ 2021年1月号 扶桑社

137 オレンジページ 2021年1/2号 ㈱オレンジページ

138 TJカゴシマ 2021年1月号

139 趣味の園芸 2021年1月号 日本放送出版協会

所蔵館：菱刈図書館 資料区分：雑誌


