
資料名 著者名 出版者

1 ギネス世界記録2021 クレイグ　グレンディ 角川アスキー総合研究所

2 日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸 筑摩書房

3 真言・陀羅尼・梵字 大法輪閣編集部 大法輪閣

4 傍聴者 折原 一 文藝春秋

5 麒麟がくる 完結編 池端 俊策 NHK出版

6 リモートワーク大全 壽 かおり ポプラ社

7 大井川殺人事件 梓 林太郎 祥伝社

8 青春とは、 姫野 カオルコ 文藝春秋

9 ジンジャースイーツ 若山 曜子 立東舎

10 運命の絵 中野 京子 文藝春秋

11 約束の猫 村山 早紀 立東舎

12 ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディみかこ 講談社

13 五色の殺人者 千田 理緒 東京創元社

14 ふきさんのアイデアおもちゃ大百科 佐藤 蕗 偕成社

15 一生役立つスガ家のおせちとハレの日の作りおき スガ
エムディエヌコーポレー
ション

16 白野真澄はしょうがない 奥田 亜希子 東京創元社

17 痛くない!疲れない!歩き方の教科書 木寺 英史 朝日新聞出版

18 ばぁばのおせち 鈴木 登紀子 文化学園文化出版局

19 そばうどん知恵袋111題 そばうどん編集部 柴田書店

20 神錯覚メイク CeCe KADOKAWA

21 藤井弁当 藤井 恵 学研プラス

22 夢幻 上田 秀人 中央公論新社

23 お龍のいない夜 風野 真知雄 小学館

24 聖女か悪女 真梨 幸子 小学館

所蔵館 ：大口図書館  資料区分  ：一般



25 どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな 双葉社

26 しのぶ恋 諸田 玲子 文藝春秋

27 決算書の読み方の基本 天野 敦之 日本実業出版社

28 冬の狩人 大沢 在昌 幻冬舎

29 教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼 集英社

30 私を月に連れてって 鈴木 るりか 小学館

31 偶然にして最悪の邂逅 西澤 保彦 東京創元社

32 誰も教えなくなった、料理きほんのき 鈴木 登紀子 小学館

33 ガラスの50代 酒井 順子 講談社

34 劇場版鬼滅の刃 無限列車編ノベライズ 吾峠 呼世晴 集英社

35 女のお悩み動物園 ジェーン　スー 小学館

36 おむすび 佐藤 初女 主婦の友社

37 リメイクしたらオンリーワンができました。 津田 蘭子 JTBパブリッシング

38 国際文化交流を実践する 国際交流基金 白水社

39 雪に撃つ 佐々木 譲 角川春樹事務所

40 我、過てり 仁木 英之 角川春樹事務所

41 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

42 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

43 世界ヤバすぎ!危険地帯の歩き方 丸山 ゴンザレス 産業編集センター

44 文章の問題地図 上阪 徹 技術評論社

45 京都風音(かぜのね)ピアノ100年の物語 隅垣 健 京都新聞出版センター

46 しめ飾り造形とその技法 鈴木 安一郎 誠文堂新光社

47 今度生まれたら 内館 牧子 講談社

48 口・のどのがん 三谷 浩樹 講談社

49 里山に暮らすアナグマたち 金子 弥生 東京大学出版会

50 ドキュメント日銀漂流 西野 智彦 岩波書店



51 鎌田實の人生図書館 鎌田 實 マガジンハウス

52 木造住宅のコストがわかる本 建築知識 エクスナレッジ

53 今夜 小野寺 史宜 新潮社

54 愛の伊予灘ものがたり 西村 京太郎 実業之日本社

55 一歩も退かんど 川畑 幸夫 集広舎

56
たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典2021
～2022年版

たまごクラブ ベネッセコーポレーション

57 地図とデータで見るエネルギーの世界ハンドブック ベルトラン　バレ 原書房

58 繕うワザを磨く金継ぎ上達レッスン 持永 かおり メイツユニバーサルコンテンツ

59 騙る 黒川 博行 文藝春秋

60 2020年の恋人たち 島本 理生 中央公論新社

61 現行自治六法 令和3年版2 自治法規実務研究会 第一法規

62 現行自治六法 令和3年版1 自治法規実務研究会 第一法規

63 誘拐ファミリー 新堂 冬樹 双葉社

64 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記 宮崎 伸治 三五館シンシャ

65 生きる力 笠井 信輔 KADOKAWA

66 おはなしいっぱい!楽しい手袋シアター amico 新星出版社

67 60分でわかる!eスポーツ最前線 鴨志田 由貴 技術評論社

68 ワンパターン買いが平日晩ごはんをラクにする。 星野 奈々子 学研プラス

69 基礎からのIT担当者リテラシー 吉田 航 技術評論社

70 十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ 小学館

71 おかしなあみもの フィグインク 西東社

72 司書のお仕事２ 大橋 崇行 勉誠出版

73 Seven Stories 糸井 重里 文藝春秋

74 京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井 壽 講談社

75
マンガでわかるイヌの気持ちがおもしろいほ
どわかる本

にゃんとまた旅 ねこまき 扶桑社

76 47都道府県・名門/名家百科 森岡 浩 丸善出版



77 雑煮365日 松本 栄文 NHK出版

78 あおり運転 菰田 潔 彩流社

79 わたしの好きな季語 川上 弘美 NHK出版

80 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

81 レゴブロックの世界
ダニエル　リプコー
ウィッツ

東京書籍

82 こどもホスピスの奇跡 石井 光太 新潮社

83 サンクチュアリ 岩城 けい 筑摩書房

84 はらぺこ万歳!おかわり たかぎ なおこ 文藝春秋

85 北条五代 下 火坂 雅志 朝日新聞出版

86 子どもを連れて、逃げました。 西牟田 靖 晶文社

87 拓本入門 藪田 夏秋 淡交社

88
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

89 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

90 わたしは読書ボランティア 柴田 幸子 忘羊社

91 楽しく続けられる和の習慣70 君野 倫子
エムディエヌコーポレー
ション

92 北条五代 上 火坂 雅志 朝日新聞出版

93 この一冊で全部わかるビジネスモデル 根来 龍之 SBクリエイティブ

94 銀の夜 角田 光代 光文社

95 みんなの遊べる軽トラ 扶桑社

96 新明解国語辞典 山田 忠雄 三省堂

97
マンガでわかるネコの気持ちがおもしろいほ
どわかる本

にゃんとまた旅 ねこまき 扶桑社

98 雪のなまえ 村山 由佳 徳間書店

99 最新医療保険・年金・介護保険のしくみ 森島 大吾 三修社

資料名 著者名 出版者

100 ねんどのカフェ 岡田 ひとみ 汐文社

所蔵館：大口図書館 資料区分：児童



101 あぁ、アジのひらきがたべたいっ! かねまつ すみれ 文研出版

102 まひるのけっとう マヌエル　マルソル 光村教育図書

103 竜が呼んだ娘 魔女の産屋 柏葉 幸子 朝日学生新聞社

104 妖怪の子預かります８ 廣嶋 玲子 東京創元社

105 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

106 ルラルさんのつりざお いとう ひろし ポプラ社

107 おひめさまになれるまほうのとびら 真瀬 ひかる 永岡書店

108 サンタさんのおとしもの 三浦 太郎 あすなろ書房

109 星空としょかんへようこそ 小手鞠 るい 小峰書店

110 よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木 香歩 理論社

111 100さいの森 松岡 達英 講談社

112 渋沢栄一 伊藤 砂務 集英社

113 魔女が相棒?オコジョ姫とカエル王子 柏葉 幸子 理論社

114 ねんどのケーキ屋さん 岡田 ひとみ 汐文社

115 そうたいせいりろんfor babies クリス　フェリー サンマーク出版

116 まちのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

117 気をつけよう!ネット動画３ 小寺 信良 汐文社

118 十二支のお雑煮 川端 誠 BL出版

119 りょうしりきがくfor babies クリス　フェリー サンマーク出版

120 あしたのことば 森 絵都 小峰書店

121 どてっ 田口 麻由 エンブックス

122 ピンポンパンポンプー 劇団ひとり マガジンハウス

123 ピーターラビットのふるさとをまもりたい
リンダ　エロビッツ
マーシャル

廣済堂あかつき

124 かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原 ゆたか ポプラ社

125 日本語オノマトペのえほん 高野 紀子 あすなろ書房

126 なんでもレストラン 鈴木 まもる 文溪堂



127 イッカボッグ J.K.ローリング 静山社

128 分解する図鑑 森下 信 小学館

129 そとであそべ きむら ゆういち 童話屋

130 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

131 サンタクロースっているの? いもと ようこ 金の星社

132 あかいてぶくろ いりやま さとし 講談社

133 にじいろのせかい 刀根 里衣 NHK出版

134 みそしるをつくる 高山 なおみ ブロンズ新社

135 グレッグのダメ日記 なんとかなるさ ジェフ　キニー ポプラ社

136 アラゲイジアの物語１
クリストファー　パオ
リーニ

静山社

137 防災室の日曜日 村上 しいこ 講談社

138 きみを変える50の名言2期[3] 佐久間 博 汐文社

139 しゅくだいなかなおり 福田 岩緒 PHP研究所

140 5回で折れるかざれる!あそべる!おりがみ２ いしかわ まりこ 汐文社

141 カマキリのシャルロットとすずらんでんわ 香川 照之 講談社

142 人口減少で日本はどうなる? 河合 雅司 PHP研究所

143 怪物園 junaida 福音館書店

144 すみっこのかくれんぼ うえだ しげこ 教育画劇

145 モヤモヤしている女の子のための読書案内 堀越 英美 河出書房新社

146 気をつけよう!ネット動画２ 小寺 信良 汐文社

147 ぜったいにあけちゃダメ? ビル　コッター サンクチュアリ出版

148 もしもトイレがなかったら 加藤 篤 少年写真新聞社

149 金の鍵 ジョージ　マクドナルド 岩波書店

150 ぞうのボタン うえの のりこ 冨山房

151 ねんどのパン屋さん 岡田 ひとみ 汐文社

152 どっちが強い!?X４ エアーチーム KADOKAWA



153 気をつけよう!ネット動画１ 小寺 信良 汐文社

154
「死にたい」「消えたい」と思ったことがあ
るあなたへ

河出書房新社 河出書房新社

155 5回で折れるかざれる!あそべる!おりがみ１ いしかわ まりこ 汐文社

156 アンパンマンとくろいとり やなせ たかし フレーベル館

157 かけだしたイス サトシン あわわ

158 だっこさんかいサンタクロース 角野 栄子 小学館

159 どっちが強い!?X５ エアーチーム KADOKAWA

160 ごはんのこすな きむら ゆういち 童話屋

資料名 出版者

161 ゴルフダイジェスト 2021年2月号 ゴルフダイジェスト社

162 婦人公論
2020年12/22、2021
年1/4合併特大号

中央公論社

163 かぞくのじかん  冬  Vol.54 婦人之友社

164 Ｎｕｍｂｅｒ 2020年12/17号 文藝春秋

165 Ｎｕｍｂｅｒ 2021年1/7号 文藝春秋

166 現代農業 2021年1月号 農山漁村文化協会

167 きょうの料理 2021年1月号 日本放送出版協会

168 ＭＯＲＥ 2021年1月号 集英社

169 ＥＳＳＥ 2021年1月号 扶桑社

170 壮快 2021年2月号 マキノ

171 趣味の園芸 2021年1月号 日本放送出版協会

172 オール讀物 2021年1月号 文藝春秋

173 ひよこクラブ 2021年1・2月合併号 ベネッセコーポレーション

所蔵館：大口図書館 資料区分：雑誌


