
資料名 著者名 出版者

1 公孫龍巻１ 宮城谷 昌光 新潮社

2 小説秋月鶴山 童門 冬二 PHP研究所

3 希望の一滴 中村 哲 西日本新聞社

4 ゆーママのはからない家おやつ 松本 有美 KADOKAWA

5 ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り 真藤 舞衣子 立東舎

6
きのこ・海藻・ネバネバ・発酵食で藤井恵の
免疫力を高めるかんたんごはん

藤井 恵 家の光協会

7 青天を衝け１ 大森 美香作 NHK出版

8 イグジット 相場 英雄 日経BP

9 花は散っても 坂井 希久子 中央公論新社

10 母影 尾崎 世界観 新潮社

11 ばあさんは15歳 阿川 佐和子 中央公論新社

12 コンジュジ 木崎 みつ子 集英社

13 フシギ 真梨 幸子 KADOKAWA

14 ホットサンドメーカーにはさんで焼くだけレシピ 西荻ヒュッテ 主婦の友社

15 JR上野駅公園口 柳 美里 河出書房新社

16 ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな ポプラ社

17 転職の魔王様 額賀 澪 PHP研究所

18 天使と悪魔のシネマ 小野寺 史宜 ポプラ社

19 終わりの歌が聴こえる 本城 雅人 幻冬舎

20 アンダードッグス 長浦 京 KADOKAWA

21 マスクは踊る 東海林 さだお 文藝春秋

22 民主主義のための社会保障 香取 照幸 東洋経済新報社

23 リアル15 井上 雄彦 集英社

24 はじめての郷土料理 千葉 しのぶ 燦燦舎
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25 国道食堂2nd season 小路 幸也 徳間書店

26 八月の銀の雪 伊与原 新 新潮社

27 睦家四姉妹図 藤谷 治 筑摩書房

28 教育委員会が本気出したらスゴかった。 佐藤 明彦 時事通信出版局

29 水葬 鏑木 蓮 徳間書店

30 図書館の外は嵐 穂村 弘 文藝春秋

31 ははのれんあい 窪 美澄 KADOKAWA

32 何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ 朝日新聞出版

33 青天を衝け前編 大森 美香 NHK出版

34 おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤 敦規 クロスメディア・パブリッシング

35
遊べる!飾れる!超かわいい!季節の折り紙アイデ
アブック

いしばし なおこ 世界文化ワンダークリエイト

36 韓国語ひとことフレーズ集 宍戸 奈美 KADOKAWA

37 十年後の恋 辻 仁成 集英社

38 PLUS 井上 雄彦 集英社

39 こびとづかんのこびとづくり なばた としたか 文化学園文化出版局

40 アンブレイカブル 柳 広司 KADOKAWA

41 地べたを旅立つ そえだ 信 早川書房

42 刑事の枷 堂場 瞬一 KADOKAWA

43 わんダフル・デイズ 横関 大 幻冬舎

44 あなたがはいというから 谷川 直子 河出書房新社

45 アクティベイター 冲方 丁 集英社

46 書店員と二つの罪 碧野 圭 PHP研究所

47 ぜにざむらい 吉川 永青 朝日新聞出版

48 近鉄特急殺人事件 西村 京太郎 新潮社

49 52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社

50 パンダのパンツちゃん のぶみさく KADOKAWA



51 棟居刑事と七つの事件簿 森村 誠一 論創社

52 ヘルメースの審判 楡 周平 KADOKAWA

53 累々 松井 玲奈 集英社

54 もろびとの空 天野 純希 集英社

55 おれたちの歌をうたえ 呉 勝浩 文藝春秋

56 ステップ式!羊毛フェルトの基礎BOOK maco maako 日本ヴォーグ社

57 職場六法 岩出 誠 講談社

58 そこに工場があるかぎり 小川 洋子 集英社

59 スマホで子どもが騙される 佐々木 成三 青春出版社

60
ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こ
えない世界を行き来して考えた30のこと

五十嵐 大 幻冬舎

61 鼠、十手を預かる 赤川 次郎 KADOKAWA

62 保育ひろがる部屋飾り&壁面１ 世界文化ワンダークリエイト

63 私のカレーを食べてください 幸村 しゅう 小学館

64 大きな森の小さな家 ちば かおり 新紀元社

65 災害特派員 三浦 英之 朝日新聞出版

66
春夏秋冬のイベントを楽しむいしばしなおこ
の季節の折り紙

いしばし なおこ ブティック社

67 実践Q&Aコストダウンのはなし 吉田 栄介 中央経済社

68 機械・電気の資格と仕事 梅方 久仁子 技術評論社

69 自由 大口 玲子 書肆侃侃房

70 超約版論語と算盤 渋沢 栄一 ウェッジ

71 スナックキズツキ 益田 ミリ マガジンハウス

72 巴里の空の下オムレツのにおいは流れる 石井 好子 河出書房新社

73 のび～るシアターハッピーお誕生日会12か月 藤原 邦恭 いかだ社

74 紅蓮の雪 遠田 潤子 集英社

75
COTTON FRIEND Kids!for schoolハンド
メイドでそろえる通園・通学グッズ

ブティック社

76 小隊 砂川 文次 文藝春秋



77 二番目の悪者 林 木林作 小さい書房

78 渋沢栄一と同時代を生きたキーパーソン100
「渋沢栄一と同時代を生きたキー
パーソン100」製作委員会

東京ニュース通信社

79 老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野 アンナ 朝日新聞出版

80 ゼロからわかる電子契約の実務 鬼頭 政人 中央経済社

81 それでも、陽は昇る 真山 仁 祥伝社

82 12色の色鉛筆で描くちいさなイラスト手習い帖 Atelier RiLi インプレス

資料名 著者名 出版者

83 4ひきのちいさいおおかみ スベンヤ　ヘルマン 徳間書店

84 おばけのジョージーこいぬをつれだす ロバート　ブライト 好学社

85 ねこざかな わたなべ ゆういち フレーベル館

86 やがて、物語は逆転する 日本児童文学者協会 偕成社

87 水とトイレがなかったら? 石崎 洋司 講談社

88 このまちのどこかに シドニー　スミス 評論社

89 こどものための防災教室 今泉 マユ子 理論社

90 真実を発見!科学捜査 石澤 不二雄 誠文堂新光社

91 アニメコミックおしりたんてい６ ポプラ社

92 グリム童話 グリム 成美堂出版

93 うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい 講談社

94 海をこえて虫フレンズ 吉野 万理子 講談社

95 きっと、物語はよりそう 日本児童文学者協会 偕成社

96 女子も!男子も!生理を知ろう１ 宋 美玄 汐文社

97 子どもを守る言葉『同意』って何? レイチェル　ブライアン 集英社

98 おおきなキャンドル馬車にのせ たむら しげる 偕成社

99 こども衛生学 宮崎 美砂子 新星出版社

100 ぼく、仮面ライダーになる!セイバー編 のぶみさく 講談社
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101 マスクをとったら いりやま さとし 講談社

102 土に生かされた暮らしをつなぐ 豊田 直巳 農山漁村文化協会

103 女子も!男子も!生理を知ろう３ 宋 美玄 汐文社

104 未来からの伝言 那須田 淳 講談社

105 夢の発電って、なんだろう? 森川 成美 講談社

106 季節と行事のおりがみくらぶ学校生活編１ 新宮 文明 ほるぷ出版

107 会いたくて会いたくて 室井 滋 小学館

108 おっこちてきた サイモン　プトック 光村教育図書

109 いちはちじゅうのもぉくもく 桂 文我 BL出版

110 いただきます。ごちそうさま。 あさの あつこ 岩崎書店

111 パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA

112 5回で折れるかざれる!あそべる!おりがみ４ いしかわ まりこ 汐文社

113 かなしみのぼうけん 近藤 薫美子 ポプラ社

114 そしておめでとう 瀬戸口 清文 ニジノ絵本屋

115 おさるちゃんのおしごと 樋勝 朋巳 小学館

116 そして、物語は決着する 日本児童文学者協会 偕成社

117 ぼくはきみのおにいさん 角田 光代 河出書房新社

118 さらに、物語は迷いこむ 日本児童文学者協会 偕成社

119 アニメコミックおしりたんてい４ ポプラ社

120 はからはじまるカルシウムのはなし 伊沢 尚子 福音館書店

121 自由帳みせて! すずき こうせい 福音館書店

122 すこしずるいパズル たつなみ アリス館

123 にくにくしろくま 柴田 ケイコ PHP研究所

124 ひびけわたしのうたごえ カロライン　ウッドワード 福音館書店

125 悲しみのゴリラ
ジャッキー　アズーア　クレ
イマー

クレヨンハウス

126 もしかして… クリス　ホートン BL出版



127 イソップ童話 イソップ 成美堂出版

128 おだんごねこさま 令丈 ヒロ子 岩崎書店

129 女子も!男子も!生理を知ろう２ 宋 美玄 汐文社

130 はずかしかったらやってみて!
オーレリー　シアン　ショウ
シーヌ

主婦の友社

131 にんじゃじゃ! 岡本 よしろう 文溪堂

132 アニメコミックおしりたんてい５ ポプラ社

133 ようかいむらのどきどきひなまつり たかい よしかず 国土社

134 妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈 ヒロ子 あすなろ書房

135 レ・ミゼラブル ビクトル　ユゴー 学研プラス

136 おおきなおおきなきいろいひまわり フランセス　バリー 大日本絵画

137 とくべつなカブ そのはら いくみ ニコモ

138 はくぶつかん 鈴木 のりたけ ブロンズ新社

139 いないいないばあ 松谷 みよ子 童心社

資料名 出版者

140 ＥＳＳＥ 2021年3月号 扶桑社

141 Ｎｕｍｂｅｒ 2021年2/18号 文藝春秋

142 ひよこクラブ 2021年3月号 ベネッセコーポレーション

143 壮快 2021年4月号 マキノ

144 現代農業 2021年3月号 農山漁村文化協会

145 婦人公論 2021年2/24号 中央公論社

146 Ｎｕｍｂｅｒ 2021年3/4号 文藝春秋

147 趣味の園芸 2021年3月号 日本放送出版協会

148 きょうの料理 2021年3月号 日本放送出版協会

149 婦人公論 2021年3/9号 中央公論社

150 オール讀物 2021年3・4月合併号 文藝春秋

２月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：雑誌


