
資料名 著者名 出版者

1 10代のための読書地図 本の雑誌編集部 本の雑誌社

2 QUEEN 麻生 幾 角川春樹事務所

3 ありがとう 田畑 精一 童心社

4 イチから基礎がよくわかる手ぬいの基本レッスン 高橋 恵美子 ブティック社

5 うちで作るチャーハンがウマい! 佐藤 樹里 池田書店

6 がん消滅の罠２ 岩木 一麻 宝島社

7 キリギリスのしあわせ トーン　テレヘン 新潮社

8 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

9 コンフィデンスマンJP下 古沢 良太 扶桑社

10 たまごの旅人 近藤 史恵 実業之日本社

11 つながり続けるこども食堂 湯浅 誠 中央公論新社

12
ハーバード×スタンフォードの眼科医が

教える放っておくと怖い目の症状25
梶原 一人 ダイヤモンド社

13 はじめまして韓国カフェスイーツ 福本 美樹 家の光協会

14 プラモはじめます! 香坂 きの KADOKAWA

15 ブランド 吉田 修一 KADOKAWA

16 ぼくと目の見えない内田さんがであったはなし 赤木 かん子 埼玉福祉会出版部

17 マチズモを削り取れ 武田 砂鉄 集英社

18 もういちど 畠中 恵 新潮社

19 やせる!血糖値、血圧が下がる!サバ缶タマネギ マキノ出版

20 陰陽師　水龍ノ巻 夢枕 獏 文藝春秋

21 噂を売る男 梶 よう子 PHP研究所

22 屋根裏のチェリー 吉田 篤弘 角川春樹事務所

23 巨鳥の影 長岡 弘樹 徳間書店

24 兇人邸の殺人 今村 昌弘 東京創元社
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25 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子 小学館

26 結 大島 真寿美 文藝春秋

27 高瀬庄左衛門御留書 砂原 浩太朗 講談社

28 在宅ひとり死のススメ 上野 千鶴子 文藝春秋

29 朔が満ちる 窪 美澄 朝日新聞出版

30 鹿児島のトリセツ 昭文社

31 十津川警部裏切りは鉄路の果てに 西村 京太郎 徳間書店

32 初めてでも作れる!ハンドメイドの帽子BOOK mameco ブティック社

33 硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社

34 親子で「海釣り」徹底サポートBOOK 山口 充 メイツユニバーサルコンテンツ

35 星のように離れて雨のように散った 島本 理生 文藝春秋

36 渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田 壽賀子 大和書房

37 東京2020オリンピック公式ガイドブック KADOKAWA

38 東京2020パラリンピック公式ガイドブック KADOKAWA

39 南の風に誘われて 椎名 誠 新日本出版社

40 日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 滝沢 秀一 主婦の友社

41 認知症とともにあたりまえに生きていく 矢吹 知之 中央法規出版

42 能面検事の奮迅 中山 七里 光文社

43 農家が教えるゆずづくし 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会

44 博物館が語る奄美の自然・歴史・文化 奄美市立奄美博物館 南方新社

45 白光 朝井 まかて 文藝春秋

46 部活動の社会学 内田 良 岩波書店

47 暮鐘 今野 敏 角川春樹事務所

48 霧をはらう 雫井 脩介 幻冬舎

49 夜ごとの才女 赤川 次郎 集英社

50 老いの道楽 曾野 綾子 河出書房新社



資料名 著者名 出版者

51 5秒後に意外な結末 桃戸 ハル 学研プラス

52 5分後に大冒険なラスト エブリスタ 河出書房新社

53 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

54 おまく 柳田 国男 汐文社

55 おまつりのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

56 オレじてんしゃ! 石井 聖岳 ほるぷ出版

57 かげろうのむこうで 斉藤 洋 偕成社

58 かずさんの手 佐和 みずえ 小峰書店

59 キッチン実験室 オレンジページ

60 くしゃみおじさん オルガ　カブラル 岩波書店

61 しあわせをさがしているきみに エヴァ　イーランド ほるぷ出版

62 ジェシカといっしょ ケビン　ヘンクス 徳間書店

63 ちびまる子ちゃんの自由研究 さくら ももこ 集英社

64 てづくりおもしろおもちゃ かこ さとし 小学館

65 ふしぎ!光る生きもの大図鑑 近江谷 克裕 国土社

66 ホタルイカは青く光る 阿部 秀樹と 小学館

67 みんなのためいき図鑑 村上 しいこ 童心社

68 わたしのともだちポルポちゃん もとした いづみ 講談社

69 活版印刷三日月堂４ ほしお さなえ ポプラ社

70 鬼滅の刃４ 吾峠 呼世晴 集英社

71 山火事のサバイバル１ ポドアルチング 朝日新聞出版

72 秋 かこ さとし 講談社

73 水族館 ほりかわ あやこ 福音館書店

74 世界史探偵コナン４ 青山 剛昌 小学館
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75 世界史探偵コナン５ 青山 剛昌 小学館

76 世界史探偵コナン６ 青山 剛昌 小学館

77 津田梅子 RICCA 集英社

78 都会(まち)のトム&ソーヤ はやみね かおる 講談社

79 北里柴三郎 おおつき べるの 集英社

80 目でみるアスリートの図鑑 稲葉 茂勝 東京書籍

81 竜とそばかすの姫 細田 守 KADOKAWA

資料名 出版者

82 ＥＳＳＥ 2021年9月号 扶桑社

83 ウィズ 2021年9月号 講談社

84 オレンジページ 2021年8/17号 ㈱オレンジページ

85 オレンジページ 2021年9/2号 ㈱オレンジページ

86 すてきにハンドメイド 2021年8月号 ＮＨＫ出版

87 趣味の園芸 2021年9月号 日本放送出版協会

88 婦人公論 2021年8/10号 中央公論社

89 婦人公論 2021年8/24号 中央公論社

90 暮しの手帖 13号 夏号 (8-9月号） 暮しの手帖社

８月　所蔵館 ：菱刈図書館　資料区分 ：雑誌


