
資料名 著者名 出版者

1 東京2020オリンピック公式ガイドブック KADOKAWA

2 月下のサクラ 柚月 裕子 徳間書店

3 はじめまして韓国カフェスイーツ 福本 美樹 家の光協会

4 必ず成功する激ウケ!マジック Billy メイツユニバーサルコンテンツ

5 十津川警部裏切りは鉄路の果てに 西村 京太郎 徳間書店

6 Voyage 宮内 悠介 講談社

7 男女共同参画白書令和3年版 内閣府男女共同参画局 勝美印刷

8 世阿弥最後の花 藤沢 周 河出書房新社

9 ゾウに魅かれた容疑者 大倉 崇裕 講談社

10 オーバーヒート 千葉 雅也 新潮社

11 キリギリスのしあわせ トーン　テレヘン 新潮社

12 明日は結婚式 小路 幸也 祥伝社

13 美女の魔界退治 林 真理子 マガジンハウス

14 あなたにオススメの 本谷 有希子 講談社

15 呪術廻戦 芥見 下々 集英社

16 琉球警察 伊東 潤 角川春樹事務所

17 インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川 博子 早川書房

18 ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部 和重 毎日新聞出版

19 我が産声を聞きに 白石 一文 講談社

20 レンタルフレンド 青木 祐子 集英社

21 海神の子 川越 宗一 文藝春秋

22 婿どの相逢席 西條 奈加 幻冬舎

23 鹿児島のトリセツ 昭文社

24 遠(とおくの)巷説百物語 京極 夏彦 KADOKAWA

７月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：一般



25 青天を衝け後編 大森 美香 NHK出版

26 仮面 伊岡 瞬 KADOKAWA

27 兵諌 浅田 次郎 講談社

28 初心者のドラム基礎教本2021 枝川 淳一 自由現代社(発売)

29 いちばん親切な音楽記号用語事典 轟 千尋 新星出版社

30 15分でできるゆる定食レシピ ずぼらめしじぇーぴー KADOKAWA

31
1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養
365歴史編

小和田 哲男 文響社

32 いのちの停車場 南 杏子 幻冬舎

33 まりも日記 真梨 幸子 講談社

34 学校図書館を彩る切り絵かざり２ CHIKU 少年写真新聞社

35 佐藤愛子の世界 文藝春秋

36 QUEEN 麻生 幾 角川春樹事務所

37 パンデミック日記 「新潮」編集部 新潮社

38 invert 相沢 沙呼 講談社

39 アガワ流生きるピント 阿川 佐和子 文藝春秋

40 ヒトコブラクダ層ぜっと上 万城目 学 幻冬舎

41 君と歩いた青春 小路 幸也 中央公論新社

42 Phantom 羽田 圭介 文藝春秋

43 健康診断の結果がやばいと感じたら最初に読む本 小橋 隆一郎 主婦の友社

44 長い一日 滝口 悠生 講談社

45 大連合 堂場 瞬一 実業之日本社

46 緊急事態下の物語 尾崎 世界観 河出書房新社

47 医学のつばさ 海堂 尊 KADOKAWA

48 カンロ飴食堂へようこそ カンロ株式会社 小学館

49 呪術廻戦 芥見 下々 集英社

50 罪の因果性 横関 大 KADOKAWA



51 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重 暁子 毎日新聞出版

52 まぜるな危険 高野 史緒 早川書房

53 ミラーワールド 椰月 美智子 KADOKAWA

54 一番よくわかる古事記 谷口 雅博 西東社

55 Heart is… 葉 祥明 中央法規出版

56 くらべてわかる英単語図鑑 牧野 高吉 主婦の友インフォス

57 すみません、2DKってなんですか? 日下部 理絵 サンマーク出版

58 万事快調(オール・グリーンズ) 波木 銅 文藝春秋

59 マルチの子 西尾 潤 徳間書店

60 作家と犬 平凡社編集部 平凡社

61 ワタナベマキの梅料理 ワタナベ マキ NHK出版

62
少年野球「審判」マニュアル正しい理解&判断
がよくわかる

Umpire Development
Corporation

メイツユニバーサルコンテンツ

63
九州親子で行きたい!ファミリーキャンプ場完
全ガイド

ほり編集事務所 メイツユニバーサルコンテンツ

64 10代のための読書地図 本の雑誌編集部 本の雑誌社

65 他者の靴を履く ブレイディみかこ 文藝春秋

66 女性受刑者とわが子をつなぐ絵本の読みあい 村中 李衣 かもがわ出版

67 東京2020パラリンピック公式ガイドブック KADOKAWA

68
今すぐ使えるかんたんWi‐Fi & 自宅LAN完全(コ
ンプリート)ガイドブック困った解決&便利技

芹澤 正芳 技術評論社

69 亜ノ国ヘ 柏葉 幸子 KADOKAWA

70 四季dancyu夏のレシピ プレジデント社

71 バンクシーとは誰か? マガジンハウス

72 「山奥ニート」やってます。 石井 あらた 光文社

73
「義理チョコ」はセーフですよね?こんなとき
どうする?地方公務員のコンプライアンス

鵜養 幸雄 ぎょうせい

74 レッドネック 相場 英雄 角川春樹事務所

75 貝に続く場所にて 石沢 麻依 講談社

76 ときめく貝殻図鑑 寺本 沙也加 山と溪谷社



77 朔が満ちる 窪 美澄 朝日新聞出版

78 鹿児島民俗ごよみ 南日本新聞社 南方新社

79 三毛猫ホームズの懸賞金 赤川 次郎 光文社

80 きちんと伝える全技術 唐沢 明 主婦の友社

81 水たまりで息をする 高瀬 隼子 集英社

82 霞が関のリアル NHK取材班 岩波書店

83 社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中 英樹 ぺりかん社

84 依存症がわかる本 松本 俊彦 講談社

85
部活で差がつく!バスケットボール弱点克服マ
ニュアル

田渡 優 メイツユニバーサルコンテンツ

86 ヒトコブラクダ層ぜっと下 万城目 学 幻冬舎

87 ブレイクニュース 薬丸 岳 集英社

88 勝つ弓道百射百中のポイント50 福呂 淳 メイツユニバーサルコンテンツ

89 ケアマネジャーはらはら日記 岸山 真理子 三五館シンシャ

90 老いの福袋 樋口 恵子 中央公論新社

91 越後・親不知翡翠の殺人 梓 林太郎 実業之日本社

92 筆ペンだからすぐ描けるほっこり絵てがみ 岩井 正人 日本文芸社

93 上品なことば選び辞典 学研プラス

94 ポジティブことば選び辞典 学研プラス

95 ぼくのお父さん 矢部 太郎 新潮社

96 夏井いつきの俳句道場 夏井 いつき NHK出版

97 さいごはおうちで 永井 康徳 主婦の友社

98 神よ憐れみたまえ 小池 真理子 新潮社

99 一夜の夢 佐伯 泰英 文藝春秋

資料名 著者名 出版者

100 エレベーター 有田 奈央 新日本出版社

７月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：児童



101 お化けの猛暑日 川端 誠 BL出版

102 天才(ワル)すぎる生き物図鑑 早川 いくを KADOKAWA

103 科学探偵怪奇事件ファイル 佐東 みどり 朝日新聞出版

104 キャベたまたんていまものの森からSOS! 三田村 信行 金の星社

105 どっちが強い!?X７ エアーチーム KADOKAWA

106 あかいさんりんしゃ 犬飼 由美恵 成美堂出版

107 キッチン実験室 オレンジページ

108 ふしぎ!理科実験スイーツ WILLこども知育研究所 金の星社

109 おふろひえてます とよた かずひこ ひさかたチャイルド

110 水族館 ほりかわ あやこ 福音館書店

111 デリバリーぶた 加藤 休ミ 偕成社

112 青く塗りつぶせ 阿部 夏丸 ポプラ社

113 あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ ポプラ社

114 こども環境学 朝岡 幸彦 新星出版社

115
ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやす
い町へ３

白坂 洋一 汐文社

116 ちびまる子ちゃんの自由研究 さくら ももこ 集英社

117 ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック 工藤 ノリコ 白泉社

118 ムーミントロールと真夏のミステリー トーベ　ヤンソン 徳間書店

119 防災ハンドメイド 辻 直美 KADOKAWA

120 辞書びきえほん歴史上の人物 陰山 英男 ひかりのくに

121 いたいときのおまじない 角野 栄子 小学館

122
すみっコぐらしまちがいさがし
どこもかしこもすみっコ編

主婦と生活社 主婦と生活社

123 どっちが強い!?クロヒョウvsマンドリル ジノ KADOKAWA

124
ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやす
い町へ１

白坂 洋一 汐文社

125 ぼくは川のように話す ジョーダン　スコット 偕成社

126 コレットとわがまま王女 ルイス　スロボドキン 瑞雲舎



127
自由研究もエコで楽しく!ペットボトル・牛乳
パックのかんたん工作

くるくるリサイクル工作研究会 メイツユニバーサルコンテンツ

128 スラスラ書ける読書感想文小学1・2年生 上條 晴夫 永岡書店

129 どっちが強い!?X８ エアーチーム KADOKAWA

130
NHK「香川照之の昆虫すごいぜ!」図鑑
Volume2

カマキリ先生 NHK出版

131 ぶどうくん さとう めぐみ PHP研究所

132 恐竜トリケラトプスとティラノクイーン 黒川 みつひろ 小峰書店

133 かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり 原 ゆたか ポプラ社

134 どうぶつ勝負(かちまけ)はっけよい! 大橋 慶子 教育画劇

135 ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた かずひこ アリス館

136 ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング 徳間書店

137 スラスラ書ける読書感想文小学5・6年生 上條 晴夫 永岡書店

138 NHK子ども科学電話相談天文・宇宙スペシャル!
NHK「子ども科学電話相談」
制作班

NHK出版

139 ちいさなジーコ ひらまつ りつこ 金の星社

140 いつつごうさぎとうみのほうせき まつお りかこ 岩崎書店

141 ばけねこ 杉山 亮 ポプラ社

142 小学生のバッティング最強上達BOOK 有安 信吾 メイツユニバーサルコンテンツ

143 街どろぼう junaida 福音館書店

144 すいめん 高久 至 アリス館

145 ルビと子ねこのワルツ 野中 柊 理論社

146 オイモはときどきいなくなる 田中 哲弥 福音館書店

147 ドラえもん探究ワールド知ってる?名前のひみつ 藤子　F　不二雄 小学館

148 ぱったんして 松田 奈那子 KADOKAWA

149 ジェシカといっしょ ケビン　ヘンクス 徳間書店

150 てんこうせいはおはなしやさん 北川 チハル 金の星社

151 ほらふきカールおじさん 斉藤 洋 講談社

152 妖怪俳句 石津 ちひろ 絵本館



153 わかりやすい!まとめやすい!小学生の自由研究 ガリレオ工房 永岡書店

154 こどもサピエンス史 ベングト=エリック　エングホルム NHK出版

155 わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきの ゆみこ ひさかたチャイルド

156 たいせつなぎゅうにゅう キッチンミノル 白泉社

157
ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやす
い町へ２

白坂 洋一 汐文社

158 アニメコミックおしりたんてい８ ポプラ社

159 うみべのくまちゃん シャーリー　パレントー 岩崎書店

160 都会(まち)のトム&ソーヤ最強ガイド はやみね かおる 講談社

161 はやおきおばけ くろだ かおる フレーベル館

162 おまつりおばけ くろだ かおる フレーベル館

163 ムーミン一家の海の冒険 トーベ　ヤンソン 徳間書店

164 子どもの本で平和をつくる キャシー　スティンソン 小学館

165 はげたかのオーランドー トミー　ウンゲラー 好学社

166 世界でいちばん優しいロボット 岩貞 るみこ 講談社

167 としょかんのきょうりゅう 鈴木 まもる 徳間書店

168 ねたふりゆうちゃん 阿部 結 白泉社

169 せんろをまもる!ドクターイエロー 鎌田 歩 小学館

170 ぼくがふえをふいたら 阿部 海太 岩波書店

171 もしものくに 馬場 のぼる こぐま社

172 スラスラ書ける読書感想文小学3・4年生 上條 晴夫 永岡書店

173 ナメクジはカタツムリだった? 武田 晋一 岩崎書店

174 NHK子ども科学電話相談鳥スペシャル!
NHK「子ども科学電話相談」
制作班

NHK出版

175 火星は… スザンヌ　スレード あすなろ書房

176 さよならのたからばこ 長崎 夏海 理論社

177 博物館のバックヤードを探検しよう! DK社 河出書房新社

178 三国志 羅 貫中 学研プラス



179 しずかな夏休み キム ジヒョン 光村教育図書

180 クモのアナンシ フィリップ　M.シャーロック 岩波書店

資料名 出版者

181 壮快 2021年9月号 マキノ

182 婦人公論 2021年8/10号 中央公論社

183 趣味の園芸 2021年8月号 日本放送出版協会

184 きょうの料理 2021年8月号 日本放送出版協会

185 Ｎｕｍｂｅｒ 2021年7/29号 文藝春秋

186 どうぎゃん 2021年7・8合併号 どうぎゃん編集部

187 現代農業 2021年8月号 農山漁村文化協会

188 ＭＯＲＥ 2021年9月号 集英社

189 オール讀物 2021年8月号 文藝春秋

190 ＭＯＲＥ 2021年8月号 集英社

191 婦人公論 2021年7/27号 中央公論社

192 Ｎｕｍｂｅｒ 2021年7/15号 文藝春秋

193 ＥＳＳＥ 2021年8月号 扶桑社

７月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：雑誌


