
資料名 著者名 出版者

1 暮らしを建てる ベガハウス

2 トッカイ 不良債権特別回収部 清武 英利 講談社

3 桜の木にのぼる人 大口 玲子 短歌研究社

4 神のパズル 大口 玲子 すいれん舎

5 夢七日 夜を昼の國 いとう せいこう 文藝春秋

6 伊達女 佐藤 巖太郎 PHP研究所

7 きのうのオレンジ 藤岡 陽子 集英社

8 山好きのための簡単レシピBOOK 枻出版社

9 発達障害サバイバルガイド 借金玉 ダイヤモンド社

10 世界で読み継がれる子どもの本100 コリン　ソルター 原書房

11 やさしい三味線講座2020 千葉 登世 自由現代社(発売)

12 地図とデータで見る農業の世界ハンドブック ジャン=ポール　シャルヴェ 原書房

13
流れを引き寄せる!バレーボールサーブ必勝
のポイント50

オーカバレーボールクラブ メイツユニバーサルコンテンツ

14 個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本 奥野 文夫 自由国民社

15 グレイヘアに映える服 ブティック社

16 キンボシ西田のひとり相撲ですいません。 西田 淳裕 ヨシモトブックス

17
日本の知的障害者スポーツとスペシャルオリ
ンピックス

田引 俊和 かもがわ出版

18 こんなときどうする?選挙運動150問150答 関口 慶太 ミネルヴァ書房

19 ぱりとろ秋の包み揚げ 高田 在子 中央公論新社

20 みがわり 青山 七恵 幻冬舎

21 とわの庭 小川 糸 新潮社

22 おひとりさまのゆたかな年収200万生活２ おづ まりこ KADOKAWA

23 おひとりさまのゆたかな年収200万生活３ おづ まりこ KADOKAWA

24
体育が得意になる!パパとママのとっておき
コーチ術

水口 高志
メイツユニバーサルコンテ
ンツ

所蔵館 ：大口図書館  資料区分  ：一般



25 階段にパレット 東 直子 ポプラ社

26 お寺の掲示板 江田 智昭 新潮社

27 夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 水鈴社

28 戀童夢幻 木下 昌輝 新潮社

29 空洞のなかみ 松重 豊 毎日新聞出版

30 水と礫 藤原 無雨 河出書房新社

31 お探し物は図書室まで 青山 美智子 ポプラ社

32 天離り果つる国　下 宮本 昌孝 PHP研究所

33 浅草迄 北野 武 河出書房新社

34 ザッパなおやつ riyusa 小学館

35 影に対して 遠藤 周作 新潮社

36 質草女房 渋谷 雅一 角川春樹事務所

37 寄り添うツイッター
キングジム公式ツイッ
ター担当者

KADOKAWA

38 彼らは世界にはなればなれに立っている 太田 愛 KADOKAWA

39 現代用語の基礎知識2021 自由国民社 自由国民社

40 知っておきたい日本の宗教 岩田 文昭 ミネルヴァ書房

41 リウマチは治せる! 湯川 宗之助 KADOKAWA

42
自分でパパッと書ける確定申告 令和3年3月
15日締切分

平井 義一 翔泳社

43 志麻さん式定番家族ごはん タサン志麻 日経BP

44 図解でよくわかるスマート農業のきほん 野口 伸 誠文堂新光社

45 その果てを知らず 眉村 卓 講談社

46 trois Mの羊毛フェルト基礎BOOK trois M 日本ヴォーグ社

47 一人で強くなる囲碁入門 石倉 昇 日本文芸社

48 ハダカデバネズミのひみつ 岡ノ谷 一夫 エクスナレッジ

49 世間とズレちゃうのはしょうがない 養老 孟司 PHP研究所

50 動物警察24時 新堂 冬樹 光文社



51 相剋 笹本 稜平 双葉社

52 そして、海の泡になる 葉真中 顕 朝日新聞出版

53 寂聴残された日々 瀬戸内 寂聴 朝日新聞出版

54 「悪」が変えた世界史 下 ヴィクトル　バタジオン 原書房

55 たべる生活 群 ようこ 朝日新聞出版

56 カズオ・イシグロと日本 田尻 芳樹 水声社

57 ふたりでちょうど200% 町屋 良平 河出書房新社

58 新型コロナ時代のランニング 金 哲彦 KADOKAWA

59 作りおきできる。がっつり!ごはんの友 上島 亜紀 主婦と生活社

60 江戸染まぬ 青山 文平 文藝春秋

61 もしかしてひょっとして 大崎 梢 光文社

62 アンと愛情 坂木 司 光文社

63 天離り果つる国 上 宮本 昌孝 PHP研究所

64 エール 下 林 宏司 NHK出版

65 善医の罪 久坂部 羊 文藝春秋

66 肉体のジェンダーを笑うな 山崎 ナオコーラ 集英社

67 最新売掛金回収・債権管理の基本と対策 中村 啓一 三修社

68 魚の疑問50 高橋 正征 成山堂書店

69 いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子 講談社

70 湖の女たち 吉田 修一 新潮社

71 テニスボールダイエット KAORU 幻冬舎

72 死の扉 小杉 健治 双葉社

73 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

74 コーチ 堂場 瞬一 東京創元社

75
いちばんわかりやすい確定申告の書き方
2021年版

土屋 裕昭 ダイヤモンド社

76 ザベリオ 大口 玲子 青磁社



77 一行怪談１ 吉田 悠軌 PHP研究所

78 だまされ屋さん 星野 智幸 中央公論新社

79 タイ語 JTBパブリッシング

80 まんが星の王子さま サン=テグジュペリ 小学館

81 ぼくもだよ。 平岡 陽明 角川春樹事務所

82 妊活にいいこと大全 主婦の友社 主婦の友社

83 吹上奇譚第３話 吉本 ばなな 幻冬舎

84 ベレンとルーシエン J.R.R.トールキン 評論社

85 小学生なら1秒で答える!大人を悩ますクイズ 知的生活追跡班 青春出版社

86 木のストロー 西口 彩乃 扶桑社

87 エレクトロニクスラボ DK社 オライリー・ジャパン

88 今日の人生２ 益田 ミリ ミシマ社

89 はじめての「味つけ冷凍」 藤井 恵 文化学園文化出版局

90 アンダークラス 相場 英雄 小学館

91 復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山 七里 講談社

92 まるわかり!5Gビジネス2021 日本経済新聞出版 日経BP日本経済新聞出版本部

93 業務改善の問題地図 沢渡 あまね 技術評論社

94 日本の小さな本屋さん 続 和氣 正幸 エクスナレッジ

95 「悪」が変えた世界史 上 ヴィクトル　バタジオン 原書房

96 一行怪談２ 吉田 悠軌 PHP研究所

97 ふるさと納税ニッポン! Vol.11(2020夏秋号) アイハーツ

98 現場で使える新人登録販売者便利帖 仲宗根 恵 翔泳社

99 白日 月村 了衛 KADOKAWA

100 図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井 潤 青弓社

101 眠れる美女 秋吉 理香子 小学館

102 定年前後のお金の正解 板倉 京 ダイヤモンド社



103 世界の児童文学をめぐる旅 池田 正孝 エクスナレッジ

104 一橋桐子<76>の犯罪日記 原田 ひ香 徳間書店

105 しあわせのイラストパン Ran KADOKAWA

106 ヒゲとナプキン 杉山 文野 小学館

107 囲碁・定石事典 坂倉 健太 マイナビ出版

108 「グレート・ギャツビー」を追え ジョン　グリシャム 中央公論新社

資料名 著者名 出版者

109 こうしてヒトになった マイケル　ブライト 化学同人

110 ながいながいねこのおかあさん キューライス 白泉社

111 ひめちゃんのマスク のぶみ
幻冬舎メディアコンサル
ティング

112 迷子の魂 オルガ　トカルチュク 岩波書店

113 いすちゃんです。 とよた かずひこ 童心社

114 ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤 ノリコ 白泉社

115 きみを変える50の名言２期 佐久間 博 汐文社

116 まくらちゃんです。 とよた かずひこ 童心社

117 おもしろあいうえおかるたのえ本 とよなが もりと 学研プラス

118 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

119 おしりダンディ ザ・ヤング トロル 集英社

120 うごきません。 大塚 健太 パイインターナショナル

121 もっとよのなかルールブック 高濱 正伸 日本図書センター

122 たまごのあかちゃん かんざわ としこ 福音館書店

123 ぼうしくんのクリスマスプレゼント 新井 洋行 KADOKAWA

124 あおいらくだ 茂田 まみこ 北樹出版

125 SDGs 日能研教務部 日能研

126 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう 福音館書店

所蔵館：大口図書館 資料区分：児童



127 きんぎょがにげた 五味 太郎 福音館書店

128 大みそかに、じかんがじゃんけん大会? 北島 多江子 みらいパブリッシング

129 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

130 納豆の本 全国納豆協同組合連合会 岩崎書店

131 みかんおいしくなーれ 矢野 アケミ 大日本図書

132 妖怪の子預かります７ 廣嶋 玲子 東京創元社

133 このかみなあに? 谷内 つねお 福音館書店

134
ジュニアのためのバレエ上達パーフェクトレッス
ン

厚木 彩 メイツユニバーサルコンテンツ

135 やっこさんのけんか 殿内 真帆 フレーベル館

136 みかんアート 笹川 勇 主婦の友社

137 クローバーと魔法動物１ ケイリー　ジョージ 童心社

138 ウイルスって何だろう? 武村 政春 PHP研究所

139 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

140 伝統工芸のよさを伝えよう３ 青山 由紀 汐文社

141 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

142 こたつ 麻生 知子 福音館書店

143 サンゴ礁の海 大方 洋二 岩崎書店

144 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

145 つちんこ つっちゃん 石黒 亜矢子 好学社

146 ミツバチたち カーステン　ホール 化学同人

147 おしりたんてい おしりたんていのこい!? トロル ポプラ社

148 うさぎとかめとあり きしら まゆこ 教育画劇

149 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

150 ひとりひとり 谷川 俊太郎 講談社

151 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

152 ふみきりかんかんくん きょうはなんのひ? 斉藤 洋 講談社



153 すずめのうんどうぼうしつくります 西本 鶏介 金の星社

154 クリスマスかぞえうた 西村 敏雄 白泉社

155 ねこの町の小学校 小手鞠 るい 講談社

156 だっこでんしゃ さこ ももみ 交通新聞社

157 名探偵ポアロ オリエント急行の殺人 アガサ　クリスティー 早川書房

158 そして誰もいなくなった アガサ　クリスティー 早川書房

159 しあわせなクレヨン 丸山 陽子 BL出版

160 クローバーと魔法動物２ ケイリー　ジョージ 童心社

161 クジラが歩いていたころ ドゥーガル　ディクソン 化学同人

162 ライラックのワンピース 小川 雅子 ポプラ社

163 伝統工芸のよさを伝えよう２ 青山 由紀 汐文社

164 ふゆごもりのまえに ジャン　ブレット 福音館書店

165 伝統工芸のよさを伝えよう１ 青山 由紀 汐文社

166 サンタさん 長尾 玲子 福音館書店

167 クィディッチ今昔 J.K.ローリング 静山社

168 世界のすごい女子伝記 キャスリン　ハリガン 講談社

169 ことばたんてい かくされたおたから 平田 昌広 新日本出版社

170 もうふちゃん くさか みなこ 小学館

171 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

172 こたつうし かわまた ねね 世界文化ワンダークリエイト

173 どっちが強い!?シャチvsシュモクザメ ジノ KADOKAWA

資料名 出版者

174 ひよこクラブ 2020年12月号 ベネッセコーポレーション

175 ＥＳＳＥ 2020年12月号 扶桑社

176 オール讀物 2020年12月号 文藝春秋

所蔵館：大口図書館 資料区分：雑誌



177 婦人公論 2020年11/10号 中央公論社

178 趣味の園芸 2020年12月号 日本放送出版協会

179 婦人公論 2020年12/8号 中央公論社

180 きょうの料理 2020年12月号 日本放送出版協会

181 オール讀物 2020年11月号 文藝春秋

182 ゴルフダイジェスト 2020年12月号 ゴルフダイジェスト社

183 Ｎｕｍｂｅｒ 2020年11/19号 文藝春秋

184 ゴルフダイジェスト 2021年1月号 ゴルフダイジェスト社

185 現代農業 2020年12月号 農山漁村文化協会

186 Ｎｕｍｂｅｒ 2020年12/3号 文藝春秋

187 どうぎゃん 2020年11月号 どうぎゃん編集部

188 Ｎｕｍｂｅｒ 2020年11/5号 文藝春秋

189 どうぎゃん 2020年12月号 どうぎゃん編集部

190 壮快 2021年1月号 マキノ

191 ＭＯＲＥ 2020年12月号 集英社

192 婦人公論 2020年11/24号 中央公論社


