
資料名 著者名 出版者

1 MINIATURE LIFE at HOME 田中 達也 水曜社

2 いとまの雪上 伊集院 静 KADOKAWA

3 おもしろいネズミの世界 渡部 大介 緑書房

4 かきごおりすとVol.9 小池 隆介 FISH RECORD

5 こぐまちゃんとしろくまちゃん 世田谷美術館 中日新聞社

6 ごみ収集とまちづくり 藤井 誠一郎 朝日新聞出版

7 これはただの夏 燃え殻 新潮社

8 コロナ貧困 藤田 孝典 毎日新聞出版

9 シークレット・エクスプレス 真保 裕一 毎日新聞出版

10 たまごの旅人 近藤 史恵 実業之日本社

11 はじめての手作り小物 かっぱ ワニブックス

12 フライトナースの秘密 菱沼 秀一 彩流社

13 フライパンひとつで魚のごちそう ダンノ マリコ 青春出版社

14 ブランド 吉田 修一 KADOKAWA

15 ミュージアムグッズのチカラ 大澤 夏美 国書刊行会

16 もういちど 畠中 恵 新潮社

17 もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽 麻子 幻冬舎

18 為替のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 尾河 眞樹 技術評論社

19 陰陽師　水龍ノ巻 夢枕 獏 文藝春秋

20 噂を売る男 梶 よう子 PHP研究所

21 岳飛伝17 北方 謙三 集英社

22 岩合光昭み～んな元気ネコ 岩合 光昭 辰巳出版

23 忌名の如き贄るもの 三津田 信三 講談社

24 巨鳥の影 長岡 弘樹 徳間書店
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25 兇人邸の殺人 今村 昌弘 東京創元社

26 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子 小学館

27 結 大島 真寿美 文藝春秋

28 子供・若者白書　令和３年版 内閣府 日経印刷

29 重要証人 サイラグル　サウトバイ 草思社

30 硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社

31 食べられる草ハンドブック 森 昭彦 自由国民社

32 世界でいちばん幸せな男 エディ　ジェイク 河出書房新社

33 星のように離れて雨のように散った 島本 理生 文藝春秋

34 星落ちて、なお 澤田 瞳子 文藝春秋

35 存在しない時間の中で 山田 宗樹 角川春樹事務所

36 朝までぐっすり!夜中のトイレに起きない方法 平澤 精一 アチーブメント出版

37 伝える準備 藤井 貴彦 ディスカヴァー・トゥエンティワン

38 渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田 壽賀子 大和書房

39 日本語を教えよう!2022 イカロス出版

40 猫弁と鉄の女 大山 淳子 講談社

41 能面検事の奮迅 中山 七里 光文社

42 白光 朝井 まかて 文藝春秋

43 彼岸花が咲く島 李 琴峰 文藝春秋

44 暮鐘 今野 敏 角川春樹事務所

45 霧をはらう 雫井 脩介 幻冬舎

46 夜ごとの才女 赤川 次郎 集英社

資料名 著者名 出版者

47 SDGsでわかる今ない仕事図鑑ハイパー 澤井 智毅 講談社

48 アニメおしりたんてい大じてん ポプラ社

８月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：児童



49 エリンとまっくろ岩のひみつ ジョー　トッド=スタントン 評論社

50 おおかみと7ひきのこやぎとおにいさんおおかみ きしら まゆこ 教育画劇

51 おおきなかぶ～ ガタロー☆マン 誠文堂新光社

52 おおきなかべがあったとさ サトシン 文溪堂

53 おまく 柳田 国男 汐文社

54 おまつりのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

55 オレじてんしゃ! 石井 聖岳 ほるぷ出版

56 かげろうのむこうで 斉藤 洋 偕成社

57 クイズとことん都道府県１ 由井薗 健 理論社

58 クイズとことん都道府県２ 由井薗 健 理論社

59 クイズとことん都道府県３ 由井薗 健 理論社

60 くしゃみおじさん オルガ　カブラル 岩波書店

61 くろねこのほんやさん シンディ　ウーメ 小学館

62 ここはいつでもぼくの場所 埜納 タオ 少年写真新聞社

63 じぶんでよめるさかなずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版

64 シミちゃん 吉野 万理子 くもん出版

65 しろくま絵本 すみっコぐらし よこみぞ ゆり 主婦と生活社

66 チコちゃんに叱られる 海老 克哉 文溪堂

67 とかげ絵本 すみっコぐらし よこみぞ ゆり 主婦と生活社

68 どっちが強い!?X６ エアーチーム KADOKAWA

69 ドラえもん科学ワールド未来をつくる生き物と技術 藤子　F　不二雄 小学館

70 とんかつとえびふらいのしっぽ絵本 すみっコぐらし よこみぞ ゆり 主婦と生活社

71 ニルスのふしぎな旅３ セルマ　ラーゲルレーフ 学研プラス

72 ねこ絵本 すみっコぐらし よこみぞ ゆり 主婦と生活社

73 パンダツアー のはな はるか 白泉社

74 ふしぎ!光る生きもの大図鑑 近江谷 克裕 国土社



75 ぺんぎん?絵本 すみっコぐらし よこみぞ ゆり 主婦と生活社

76 みちのく妖怪ツアー４ 佐々木 ひとみ 新日本出版社

77 みんなのためいき図鑑 村上 しいこ 童心社

78 ゆれるシッポ、ふんじゃった! 今西 乃子 岩崎書店

79 れいちゃんのきせつのせいかつえほん すとう あさえ のら書店

80 秋 かこ さとし 講談社

81 宿題ファイター よしなが こうたく 好学社

82 新選林芙美子童話集　第２巻 林 芙美子 論創社

83 星のカービィおぼえておきたいことわざ ワープスター KADOKAWA

84 大人も知らない?ふしぎ現象事典 「ふしぎ現象」研究会 マイクロマガジン社

85 都会(まち)のトム&ソーヤ18 はやみね かおる 講談社

86 目でみるアスリートの図鑑 稲葉 茂勝 東京書籍

87 友だちは図書館のゆうれい 草野 あきこ 金の星社

資料名 出版者

88 ＥＳＳＥ 2021年9月号 扶桑社

89 Ｎｕｍｂｅｒ 2021年8/12号 文藝春秋

90 Ｎｕｍｂｅｒ 2021年9/9号 文藝春秋

91 オール讀物 2021年9・10月号 文藝春秋

92 きょうの料理 2021年9月号 日本放送出版協会

93 どうぎゃん 2021年9月号 どうぎゃん編集部

94 ひよこクラブ 2021年9月号 ベネッセコーポレーション

95 現代農業 2021年9月号 農山漁村文化協会

96 趣味の園芸 2021年9月号 日本放送出版協会

97 壮快 2021年10月号 マキノ

98 婦人公論 2021年9/14号 中央公論社

99 婦人公論 2021年8/24号 中央公論社

８月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：雑誌


