
資料名 著者名 出版者

1 雨夜の星たち 寺地 はるな 徳間書店

2 パンデミック日記 「新潮」編集部 新潮社

3 活版印刷三日月堂３ ほしお さなえ ポプラ社

4 ナインストーリーズ 乙川 優三郎 文藝春秋

5 ボーンヤードは語らない 市川 憂人 東京創元社

6 古閑章著作集第5巻 古閑 章 南方新社

7 今だから、家事のしくみを、整える 主婦と生活社

8 体が生まれ変わる!階段筋トレ 松尾 タカシ ナツメ社

9 我が産声を聞きに 白石 一文 講談社

10 マンガでわかる楽しい草取り 西尾 剛 誠文堂新光社

11 ランチ酒３ 原田 ひ香 祥伝社

12 方向音痴って、なおるんですか? 吉玉 サキ 交通新聞社

13
CHECK&STRIPEの子ども服ソーイング・
ナーサリー

CHECK&STRIPE 文化学園文化出版局

14 志麻さんの魔法のソースレシピ 志麻 マガジンハウス

15
図解最新労働安全衛生法の基本と実務がわか
る事典

森島 大吾 三修社

16 あなたにオススメの 本谷 有希子 講談社

17 熊本・阿蘇22 昭文社

18 君と歩いた青春 小路 幸也 中央公論新社

19 食文化・郷土料理がわかる世界の国旗弁当 青木 ゆり子 誠文堂新光社

20 みにくいマルコ にしの あきひろ 幻冬舎

21 青天を衝け後編 大森 美香 NHK出版

22 星影さやかに 古内 一絵 文藝春秋

23 アガワ流生きるピント 阿川 佐和子 文藝春秋

24 他者の靴を履く ブレイディみかこ 文藝春秋
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25 ヒトコブラクダ層ぜっと下 万城目 学 幻冬舎

26 一夜の夢 佐伯 泰英 文藝春秋

27 世阿弥最後の花 藤沢 周 河出書房新社

28 ぼくのお父さん 矢部 太郎 新潮社

29 ヒトコブラクダ層ぜっと上 万城目 学 幻冬舎

30 るるぶ九州22 JTBパブリッシング

31 絵本のようにめくる世界遺産の物語色彩の魔術編 村山 秀太郎 昭文社

32 まりも日記 真梨 幸子 講談社

33 万事快調(オール・グリーンズ) 波木 銅 文藝春秋

34 鎌田式健康手抜きごはん 鎌田 實 集英社

35 大連合 堂場 瞬一 実業之日本社

36 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

37 彼岸花が咲く島 李 琴峰 文藝春秋

38 仮面 伊岡 瞬 KADOKAWA

39 部屋も頭もスッキリする!片づけ脳 加藤 俊徳 自由国民社

40 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重 暁子 毎日新聞出版

41 黄昏の岸暁の天(そら) 小野 不由美 新潮社

42 三毛猫ホームズの懸賞金 赤川 次郎 光文社

43 美女の魔界退治 林 真理子 マガジンハウス

44 夏井いつきの俳句道場 夏井 いつき NHK出版

45 ダーニング刺繡 ミムラ トモミ 誠文堂新光社

46 学校図書館を彩る切り絵かざり２ CHIKU 少年写真新聞社

47 依存症がわかる本 松本 俊彦 講談社

48 古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上 春樹 文藝春秋

49 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上 彰 理論社

50 沢登り 山と溪谷社 山と溪谷社



51 タープワーク 荒井 裕介 誠文堂新光社

52 佐藤愛子の世界 文藝春秋

53 亜ノ国ヘ 柏葉 幸子 KADOKAWA

54 invert 相沢 沙呼 講談社

55 オーバーヒート 千葉 雅也 新潮社

56 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

57 Phantom 羽田 圭介 文藝春秋

58 ハギレ活用BOOK 日本ヴォーグ社

59 罪の因果性 横関 大 KADOKAWA

60 ブレイクニュース 薬丸 岳 集英社

61 遠(とおくの)巷説百物語 京極 夏彦 KADOKAWA

62 重曹&お酢 岩尾 明子 日東書院本社

63
しゃべらなくても楽しい!シニアの座ってでき
る健康体操50

斎藤 道雄 黎明書房

64 ミラーワールド 椰月 美智子 KADOKAWA

65 貝に続く場所にて 石沢 麻依 講談社

66 婿どの相逢席 西條 奈加 幻冬舎

67 老いを生きる覚悟 曽野 綾子 海竜社

68 長い一日 滝口 悠生 講談社

69 リュック作り教室 水野 佳子 主婦と生活社

70 海神の子 川越 宗一 文藝春秋

71 ねぼけノート あさと ひわ 朝日新聞出版

72 暮らしの包み 横山 功 池田書店

73 ラク旨!無限そうめんレシピ ソーメン二郎 扶桑社

74 キャンプでしたい100のこと フィグインク 西東社

75 リスク大全 深津 嘉成 インプレス

76 神よ憐れみたまえ 小池 真理子 新潮社



77 水たまりで息をする 高瀬 隼子 集英社

78 緊急事態下の物語 尾崎 世界観 河出書房新社

79 作家と犬 平凡社編集部 平凡社

80 まるごとレモン 河井 美歩 家の光協会

81 兵諌 浅田 次郎 講談社

資料名 著者名 出版者

82 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

83 デリバリーぶた 加藤 休ミ 偕成社

84 もしものくに 馬場 のぼる こぐま社

85 あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ ポプラ社

86
ドラえもん社会ワールドspecialみんなのため
の法律入門

藤子　F　不二雄 小学館

87 すごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎 KADOKAWA

88 命の境界線 今西 乃子 合同出版

89 街どろぼう junaida 福音館書店

90 防災ハンドメイド 辻 直美 KADOKAWA

91 くっくのおてつだい 中島 和子 ひかりのくに

92 しんごうきピコリ ザ　キャビンカンパニー あかね書房

93 いたいときのおまじない 角野 栄子 小学館

94 とうもろこしぬぐぞう はらしま まみ ポプラ社

95 ちんあなごのちんちんでんしゃ 大塚 健太 講談社

96 すなのおしろ エイナット　ツァルファティ 光村教育図書

97 お化けの猛暑日 川端 誠 BL出版

98 としょかんのきょうりゅう 鈴木 まもる 徳間書店

99 青く塗りつぶせ 阿部 夏丸 ポプラ社

100
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
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101 ムーミン一家の海の冒険 トーベ　ヤンソン 徳間書店

102 ぼくは川のように話す ジョーダン　スコット 偕成社

103 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

104 ぱったんして 松田 奈那子 KADOKAWA

105 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

106 ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング 徳間書店

107 親子で学ぶ!科学的思考力を育む自学のススメ 渕上 正彦 小学館

108 ほらふきカールおじさん 斉藤 洋 講談社

109 オイモはときどきいなくなる 田中 哲弥 福音館書店

110 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

111 コレットとわがまま王女 ルイス　スロボドキン 瑞雲舎

112 めがねこ 柴田 ケイコ 手紙社

113 そらをとぶのりものえほん 秋本 俊二 スタジオタッククリエイティブ

114 せんろをまもる!ドクターイエロー 鎌田 歩 小学館

115 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

116 オレンジページ 2021年8/2号 ㈱オレンジページ

117 ＥＳＳＥ 2021年8月号 扶桑社

118 オレンジページ 2021年7/17号 ㈱オレンジページ

119 ウィズ 2021年8月号 講談社

120 TJカゴシマ 2021年8月号

121 婦人公論 2021年7/27号 中央公論社
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