
資料名 著者名 出版者

1 大人の流儀 7 伊集院 静 講談社

2
はじめてでもよくわかる!特許・実用新案の
手続き

コンデックス情報研究所 成美堂出版

3 騎士団長殺し　第1部 村上 春樹 新潮社

4 騎士団長殺し　第2部 村上 春樹 新潮社

5 夜姫 新堂 冬樹 幻冬舎

6 作りおきの黄金比レシピ300 主婦と生活社 主婦と生活社

7 不発弾 相場 英雄 新潮社

8 大暴落 ガラ 幸田 真音 中央公論新社

9 奈緒と私の楽園 藤田 宜永 文藝春秋

10 回天の剣 天野 純希 角川春樹事務所

11
会社に入る前に知っておきたいこれだけ経
済学

坪井 賢一 ダイヤモンド社

12 青い服の女 平岩 弓枝 文藝春秋

13 北斎まんだら 梶 よう子 講談社

14 生きたかった 藤井 克徳 大月書店

15 我らがパラダイス 林 真理子 毎日新聞出版

16 主菜別献立がすぐ決まる副菜レシピ帖 堤 人美 家の光協会

17 果鋭 黒川 博行 幻冬舎

18 ガーディアン 薬丸 岳 講談社

19 出会いなおし 森 絵都 文藝春秋

20 できる人が絶対やらない資料のつくり方 清水 久三子 日本実業出版社

21 定年男子定年女子 大江 英樹 日経BP社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 いちばんわかりやすい俳句歳時記 春夏 辻 桃子 主婦の友社

23 SCS　下 五十嵐 貴久 光文社

24 クロカネの道 江上 剛 PHP研究所

25 宝暦治水工事  薩摩義士殉節録 岩田徳義 麻布学館

26
「ポスト真実」時代のネットニュースの読
み方

松林 薫 晶文社

27
島津日新公伊呂波歌と警世歌　日本精神に
還れ

吉太郎東郷 綾瀬村東郷会

28 大学受験案内　2018年度用 晶文社学校案内編集部 晶文社

29 今日から始める短歌入門 池田 はるみ 家の光協会

30
奄美・沖縄民間文芸研究  創刊号（昭和53
年7月）

奄美・沖縄民間文芸研究
会

奄美・沖縄民間文芸研究会

31 チア☆ダン 円山 夢久 KADOKAWA

32 新館移行への記録 鹿児島県立図書館 鹿児島県立図書館

33 下衆の極み 林 真理子 文藝春秋

34 新天地 江波戸 哲夫 講談社

35 秋山善吉工務店 中山 七里 光文社

36 立川忍びより 仁木 英之 KADOKAWA

37 蜷川幸雄 河出書房新社

38 超一極集中社会アメリカの暴走 小林 由美 新潮社

39 泥棒たちのレッドカーペット 赤川 次郎 徳間書店

40 茜の茶碗 上田 秀人 徳間書店

41 芝公園六角堂跡 西村 賢太 文藝春秋

42 ぼくの死体をよろしくたのむ 川上 弘美 小学館

43 カンタン!かぎ針編み大好き!ネコこもの アップルミンツ

44 もぎりよ今夜も有難う 片桐 はいり 幻冬舎



45 あなたの人生、片づけます 垣谷 美雨 双葉社

46 紙のピアノ 新堂 冬樹 双葉社

47 仕事の問題地図 沢渡 あまね 技術評論社

48 ちょっと早めの老い支度 岸本 葉子 オレンジページ

49 100歳までクルマを運転する 桃田 健史 洋泉社

50
お祝いのスピーチきちんとマナーハンド
ブック

杉本 祐子 主婦の友社

51 ユニット折り紙の世界 つがわ みお ブティック社

52 物件探偵 乾 くるみ 新潮社

53 完璧な母親 まさき としか 幻冬舎

54 敵の名は、宮本武蔵 木下 昌輝 KADOKAWA

55 図書館徹底活用術 寺尾 隆 洋泉社

56 犬の報酬 堂場 瞬一 中央公論新社

57 キトラ・ボックス 池澤 夏樹 KADOKAWA

58 か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 新潮社

59 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子 講談社

60 さむらい道　上 高橋 義夫 中央公論新社

61 さむらい道　下 高橋 義夫 中央公論新社

62 解決人 両角 長彦 光文社

63 嫁をやめる日 垣谷 美雨 中央公論新社

64 錆びた太陽 恩田 陸 朝日新聞出版

65 風のかたみ 葉室 麟 朝日新聞出版

66 接客用語辞典 尾形 圭子 すばる舎

67 おりがみのはこどうぶつ 木村 良寿 日本ヴォーグ社



68
住宅ローン借り方・返し方得なのはどっ
ち?

平井 美穂 河出書房新社

69 成功者K 羽田 圭介 河出書房新社

70 肝炎のすべてがわかる本 泉 並木 講談社

71 日本古代史問答法 林 順治 彩流社

72 人生の踏絵 遠藤 周作 新潮社

73 無意味な人生など、ひとつもない 五木 寛之 PHP研究所

74 血 新堂 冬樹 中央公論新社

75 愛さずにいられない 北村 薫 新潮社

76 やめるときも、すこやかなるときも 窪 美澄 集英社

77 かわうそ堀怪談見習い 柴崎 友香 KADOKAWA

78 血縁 長岡 弘樹 集英社

79 忍者の末裔 高尾 善希 KADOKAWA

80 戦友たちの祭典(フェスティバル) 森村 誠一 中央公論新社

81 救急病院 石原 慎太郎 幻冬舎

82 見た目の9割は髪で決まる 稲垣 俊彦 幻冬舎

83 定番
おいしい家庭料理を作る
会

家の光協会

84 だって更年期なんだもーん　治療編 善方 裕美 主婦の友社

85
知りたいことがよく分かる整形外科Q&Aハ
ンドブック

井尻 慎一郎 創元社

86 人間じゃない 綾辻 行人 講談社

87 帰ってきた海馬が耳から駆けてゆく　5 菅野 彰 新書館

88 Dr.コパの最強金運アップ数字風水 小林 祥晃 河出書房新社

89 「守り人」のすべて 上橋 菜穂子 偕成社

90 終りなき夜に生れつく 恩田 陸 文藝春秋



91 親子でからだあそび 佐藤 弘道 世界文化社

92 回帰 今野 敏 幻冬舎

93 フェルトで作る花モチーフ92 ピエニシエニ 講談社

94
結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れ
る

藤由 達藏 青春出版社

95 全業種ですぐに使える!接客英語 山本 真実 永岡書店

96 Q&A詐欺・悪徳商法相談対応ハンドブック 村 千鶴子 ぎょうせい

97 老いては夫を従え 柴門 ふみ 小学館

98 単身急増社会の希望 藤森 克彦 日本経済新聞出版社

99 同一労働同一賃金の衝撃 山田 久 日本経済新聞出版社

100 今ひとたびの、和泉式部 諸田 玲子 集英社

101
いちばんわかりやすい俳句歳時記　'秋冬新
年

辻 桃子 主婦の友社

102
2時間で折れない心を手に入れるアドラー
心理学

岩井 俊憲 宝島社

資料名 著者名 出版者

103 「悩み部」の平和と、その限界。 麻希 一樹 学研プラス

104 101人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社 河出書房新社

105 iPS細胞を発見!山中伸弥物語 上坂 和美 PHP研究所

106
アクティブ・ラーニングで身につく発表・
調べ学習　1

河出書房新社

107
アクティブ・ラーニングで身につく発表・
調べ学習　2

河出書房新社

108
アクティブ・ラーニングで身につく発表・
調べ学習　3

河出書房新社

109
アクティブ・ラーニングで身につく発表・
調べ学習　4

河出書房新社

110 あしたから1ねんせい きむら ゆういち 新日本出版社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：児童



111 ありづかのフェルダ オンドジェイ　セコラ 福音館書店

112 いじめから脱出しよう! 玉聞 伸啓 小学館

113 いたずらこやぎと春まつり 松居 スーザン 佼成出版社

114 いのちのひろがり 中村 桂子 福音館書店

115 おこだでませんように くすのき しげのり 小学館

116 オバケとキツネの術くらべ 富安 陽子 ひさかたチャイルド

117 おはじき 東京おもちゃ美術館 文溪堂

118 かぞくになって! ヒラリー　ロビンソン 絵本塾出版

119 がっこうだってどきどきしてる アダム　レックス WAVE出版

120 きょうのおやつはなんだろな? ふじもと のりこ 鈴木出版

121 こうえんのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

122 コウノトリのコウちゃん かこ さとし 小峰書店

123 サイレンカー 小賀野 実 ポプラ社

124 さくら研究ノート 近田 文弘 偕成社

125 サンタクロースのはるやすみ ロジャー　デュボアザン 大日本図書

126 したじきくんとなかまたち 二宮 由紀子 アリス館

127 しゅわしゅわ村のおいしいものなーに? くせ さなえ 偕成社

128 しゅわしゅわ村のだじゃれ大会 くせ さなえ 偕成社

129 しゅわしゅわ村のどうぶつたち くせ さなえ 偕成社

130 たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやま ただし 鈴木出版

131 たんけんクラブ シークレット・スリー
ミルドレッド　マイリッ
ク

大日本図書

132 ちゃっくりかき 中澤 智枝子 大隅書店

133 とのさま1ねんせい 長野 ヒデ子 あすなろ書房



134 どんまい!こめごろう よしなが こうたく 好学社

135 なにたべているのかな? とよた かずひこ アリス館

136 ねこの町のリリアのパン 小手鞠 るい 講談社

137 ネトゲ中毒 鎌倉 ましろ 金の星社

138 はたらく車 小賀野 実 ポプラ社

139 はっけんずかんのりもの 西片 拓史 学研プラス

140 ファーブルこんちゅう記　1 ファーブル 小峰書店

141 ファーブルこんちゅう記　2 ファーブル 小峰書店

142 ファーブルこんちゅう記　3 ファーブル 小峰書店

143 ファーブルこんちゅう記　4 ファーブル 小峰書店

144 ファーブルこんちゅう記　5 ファーブル 小峰書店

145 ファーブルこんちゅう記　6 ファーブル 小峰書店

146 ファーブルこんちゅう記　7 ファーブル 小峰書店

147 ふたりユースケ 三田村 信行 理論社

148 へたなんよ ひこ　田中 光村教育図書

149 ぼくのおじいちゃん カタリーナ　ソブラル KTC中央出版

150 ぼくのもものき 広野 多珂子 福音館書店

151 ミツバチぎんのおくりもの 西本 鶏介 鈴木出版

152 メリーメリーおとまりにでかける ジョーン　G.ロビンソン 岩波書店

153 モンスーンの贈りもの ミタリ　パーキンス 鈴木出版

154 やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる なかや みわ 白泉社

155 ゆうかんな3びきとこわいこわいかいぶつ スティーブ　アントニー 徳間書店

156 ラプンツェル グリム 金の星社



157 ロボット世界のサバイバル　1 金 政郁 朝日新聞出版

158 ロボット世界のサバイバル　2 金 政郁 朝日新聞出版

159 ロボット世界のサバイバル　3 金 政郁 朝日新聞出版

160 植物世界のサバイバル　1 スウィートファクトリー 朝日新聞出版

161 植物世界のサバイバル　2 スウィートファクトリー 朝日新聞出版

162 干潟のサバイバル　1 ゴムドリco. 朝日新聞出版

163 干潟のサバイバル　2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

164 新型ウイルスのサバイバル　2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

165 人体のサバイバル　1 ゴムドリco. 朝日新聞出版

166 人体のサバイバル　2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

167 人体のサバイバル　3 ゴムドリco. 朝日新聞出版

168 洞窟のサバイバル 洪 在徹 朝日新聞出版

169 南極のサバイバル 洪 在徹 朝日新聞出版

170 極寒のサバイバル 洪 在徹 朝日新聞出版

171 氷河のサバイバル 崔 徳煕 朝日新聞出版

172 わたしのまちが「日本一」事典 青山 やすし PHP研究所

173 わたり鳥 鈴木 まもる 童心社

174 悪ガキ7 宗田 理 静山社

175 現代語で読むたけくらべ 樋口 一葉 理論社

176 現代語で読む生まれ出づる悩み 有島 武郎 理論社

177 現代語で読む舞姫 森 鷗外 理論社

178 現代語で読む坊っちゃん 夏目 漱石 理論社

179 現代語で読む野菊の墓 伊藤 左千夫 理論社



180 獣医師の一日 WILLこども知育研究所 保育社

181 重力って… ジェイソン　チン 偕成社

182 春待つ夜の雪舞台 斉藤 洋 あすなろ書房

183 春風亭一之輔のおもしろ落語入門 春風亭 一之輔 小学館

184 新幹線 山崎 友也 ポプラ社

185 世界食べものマップ ジュリア　マレルバ 河出書房新社

186 生きる 谷川 俊太郎 福音館書店

187 戦火の三匹 ミーガン　リクス 徳間書店

188 単位がわかる リットルのえほん ほるぷ出版

189 知っておきたい日本の火山図鑑 林 信太郎 小峰書店

190 知里幸恵物語 金治 直美 PHP研究所

191 中学生までに読んでおきたい日本文学　1 松田 哲夫 あすなろ書房

192 中学生までに読んでおきたい日本文学　2 松田 哲夫 あすなろ書房

193 中学生までに読んでおきたい日本文学　3 松田 哲夫 あすなろ書房

194 中学生までに読んでおきたい日本文学　4 松田 哲夫 あすなろ書房

195 中学生までに読んでおきたい日本文学　5 松田 哲夫 あすなろ書房

196 中学生までに読んでおきたい日本文学　6 松田 哲夫 あすなろ書房

197 中学生までに読んでおきたい日本文学　7 松田 哲夫 あすなろ書房

198 中学生までに読んでおきたい日本文学　8 松田 哲夫 あすなろ書房

199 中学生までに読んでおきたい日本文学　9 松田 哲夫 あすなろ書房

200
中学生までに読んでおきたい日本文学
10

松田 哲夫 あすなろ書房

201 芭蕉さん 松尾 芭蕉 講談社

202 命の意味命のしるし 上橋 菜穂子 講談社



203 白い花びら やえがし なおこ 岩崎書店

204 大造じいさんとガン 椋 鳩十 理論社

205 山の太郎グマ 椋 鳩十 理論社

206 金色の足あと 椋 鳩十 理論社

207 アルプスの猛犬 椋 鳩十 理論社

208 片耳の大シカ 椋 鳩十 理論社

209 モモちゃんとあかね 椋 鳩十 理論社

210 マヤの一生 椋 鳩十 理論社

資料名 著者名 出版者

211 武道　2017年3月号 (財)日本武道館

212 現代農業　2017年4月号 農山漁村文化協会

213 かぞくのじかん　春  Vol・39 婦人の友社

214 ＥＳＳＥ　2017年4月号 （株）扶桑社

215 オ‐ル讀物　2017年3月号 文藝春秋

216 どうぎゃん　2017年3月号 どうぎゃん編集部

217 ＭＯＲＥ　2017年4月号 集英社

218 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2017年4月号 ベネッセコーポレーション

219 壮快　2017年5月号 マキノ

220 婦人公論　2017年3月28日号 中央公論社

221 ゴルフダイジェスト　2017年5月号 ゴルフダイジェスト社

222 趣味の園芸　2017年4月号 日本放送出版協会

223 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年3月30日（922） 文藝春秋

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌



224 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年3月16日（923） 文藝春秋

資料名 著者名 出版者

1 老いては夫を従え 柴門 ふみ 小学館

2 ガーディアン 薬丸 岳 講談社

3 1年ずっと手ぬい服 高橋 恵美子 NHK出版

4 立川忍びより 仁木 英之 KADOKAWA

5 敵の名は、宮本武蔵 木下 昌輝 KADOKAWA

6 騎士団長殺し  第2部 村上 春樹 新潮社

7 騎士団長殺し  第1部 村上 春樹 新潮社

8 物件探偵 乾 くるみ 新潮社

9 ショートショート列車 田丸 雅智 キノブックス

10 終りなき夜に生れつく 恩田 陸 文藝春秋

11 戦友たちの祭典(フェスティバル) 森村 誠一 中央公論新社

12 プレイバック
レイモンド　チャンド
ラー

早川書房

13 不発弾 相場 英雄 新潮社

14 かわうそ堀怪談見習い 柴崎 友香 KADOKAWA

15 それでもこの世は悪くなかった 佐藤 愛子 文藝春秋

16 認知症予防におすすめ図書館利用術 結城 俊也 日外アソシエーツ

17 キャスターという仕事 国谷 裕子 岩波書店

18 片翼の折鶴 浅ノ宮 遼 東京創元社

19 悪声 いしい しんじ 文藝春秋

20 保育で使える!ワクワク手袋シアター amico ナツメ社

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



21 食べる・動かす・もてなす折り紙 鈴木 恵美子 日貿出版社

22
なんにも作りたくない日の10分レシピ
BEST200

枻出版社

23
カンタン!かぎ針編み子供が喜ぶ!キッズ
バッグ

アップルミンツ

24 かあさんの暮らしマネジメント 一田 憲子 SBクリエイティブ

25 今ひとたびの、和泉式部 諸田 玲子 集英社

26 あると便利なお漬けもの 大原 千鶴 家の光協会

27 人間じゃない 綾辻 行人 講談社

28 あなたのために　　[正] 辰巳 芳子 文化出版局

29 人間は9タイプ 坪田 信貴 KADOKAWA

30 はじめての裂き織りレッスン 箕輪 直子 誠文堂新光社

31 ぼくの死体をよろしくたのむ 川上 弘美 小学館

32 芝公園六角堂跡 西村 賢太 文藝春秋

33 北斎まんだら 梶 よう子 講談社

34
お祝いのスピーチきちんとマナーハンド
ブック

杉本 祐子 主婦の友社

35 電通事件 北 健一 旬報社

36 元気に赤ちゃんが育つ妊婦ごはん 長澤 池早子 成美堂出版

37 移住女子 伊佐 知美 新潮社

38 プリズン・ブック・クラブ アン　ウォームズリー 紀伊國屋書店

39 江戸の家計簿 磯田 道史 宝島社

40 おべんとうの人 阿部 了 木楽舎

41 大人の流儀　　3 伊集院 静 講談社

42 大人の流儀　　5 伊集院 静 講談社

43 リボルバー・リリー 長浦 京 講談社



44 まいにちを味わう 吉沢 久子 あさ出版

45
455種のガーデニングプランツの育て方が
ひとめでわかる本

主婦の友社 主婦の友社

46 江の島ねこもり食堂 名取 佐和子 ポプラ社

47 下衆の極み 林 真理子 文藝春秋

48 あなたのために　　続 辰巳 芳子 文化学園文化出版局

49 ビブリア古書堂の事件手帖　　7 三上 延 KADOKAWA

50 雨利終活写真館 芦沢 央 小学館

51
知りたいことがよく分かる整形外科Q&Aハ
ンドブック

井尻 慎一郎 創元社

52 春夏秋冬、ぎゅっと詰めて旬弁当 中川 たま 日本文芸社

53 隠す 大崎 梢 文藝春秋

54 大人の流儀　　7 伊集院 静 講談社

55 本懐に候 山本 音也 小学館

56 発達障害の子のための「すごい道具」 安部 博志 小学館

57 密室本能寺の変 風野 真知雄 祥伝社

58 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子 講談社

59 出会いなおし 森 絵都 文藝春秋

60 奈緒と私の楽園 藤田 宜永 文藝春秋

61 赤ちゃんと暮らす 本多 さおり 大和書房

62
子育てがもっと楽しくなるノート&写真整
理術

子育てノート研究会 KADOKAWA

63 成功者K 羽田 圭介 河出書房新社

64 大人の流儀　　6 伊集院 静 講談社

65 青い服の女 平岩 弓枝 文藝春秋

66 折形 内野 敏子 文化学園文化出版局



67 小屋入門 地球丸

68 お菓子生地づくりに困ったら読む本 山崎 正也 池田書店

69 ウルトラ図解認知症 朝田 隆 法研

70 山野草の呼び名事典 亀田 龍吉 世界文化社

71
これから始めてみたい人のための楽しく打
てる麻雀入門

青木 さや 秀和システム

72 劇的に筋が良くなる碁の本 淡路 修三 マイナビ出版

73 囲碁とふれあい囲碁 安田 泰敏 万葉舎

74
自分でできる!筋膜リリースパーフェクトガ
イド

竹井 仁 自由国民社

75 飲食店のためのハラル対策ハンドブック ハラル　ジャパン協会 柴田書店

76 一番やさしい地方公務員制度の本 圓生 和之 学陽書房

77 嫁をやめる日 垣谷 美雨 中央公論新社

78 これならわかる<スッキリ図解>障害年金 松山 純子 翔泳社

79
花粉症・アレルギーを自分で治す70の知
恵

水嶋 丈雄 主婦の友社

80 セクシュアル・マイノリティQ&A
LGBT支援法律家ネット
ワーク出版プロジェクト

弘文堂

81 血 新堂 冬樹 中央公論新社

82 大暴落 ガラ 幸田 真音 中央公論新社

83 のろい男 戌井 昭人 文藝春秋

84
図解食物アレルギーの悩みを解消する!最新
治療と正しい知識

海老澤 元宏 日東書院本社

85 天上の葦　　下 太田 愛 KADOKAWA

86 天上の葦　　上 太田 愛 KADOKAWA

87 罪の終わり 東山 彰良 新潮社

88 ダブルマリッジ 橘 玲 文藝春秋

89 よるのばけもの 住野 よる 双葉社



90 寝かしつけまとめ。 主婦の友社 主婦の友社

91 育脳まとめ。 主婦の友社 主婦の友社

92 わたくしたちの旅のかたち 兼高 かおる 秀和システム

93 会話もメールも英語は3語で伝わります 中山 裕木子 ダイヤモンド社

94 ペットと暮らす住まいのデザイン 廣瀬 慶二 丸善出版

95
現場で役立つ!セクハラ・パワハラと言わせ
ない部下指導

鈴木 瑞穂 日本経済新聞出版社

96 紙でつくるリハビリクラフト 佐々木 隆志 誠文堂新光社

97 覚えておこう応急手当 加藤 啓一 少年写真新聞社

98 か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 新潮社

99 愛さずにいられない 北村 薫 新潮社

100 私の箱子(シャンズ) 一青 妙 講談社

101 好きなひとができました 加藤 元 PHP研究所

102 日本の伝統行事 村上 龍 講談社

103 ほしい形が絶対見つかる!毎日リュック ブティック社

104 お部屋でできる!野菜づくり 中島 水美 新星出版社

105
かんたん!かわいい!はじめての園児のおべ
んとう

上島 亜紀 西東社

106 こんなにいっぱいトランプ手品 平岩 白風 金園社

107 血縁 長岡 弘樹 集英社

108 やめるときも、すこやかなるときも 窪 美澄 集英社

109 犬の報酬 堂場 瞬一 中央公論新社

110 キトラ・ボックス 池澤 夏樹 KADOKAWA

111 さむらい道　　上 高橋 義夫 中央公論新社

112 さむらい道　　下 高橋 義夫 中央公論新社



資料名 著者名 出版者

113 3日ずつのおくりもの レミ　クルジョン 文溪堂

114 天の川のラーメン屋 富安 陽子 講談社

115 あしたから1ねんせい きむら ゆういち 新日本出版社

116 いたずらこやぎと春まつり 松居 スーザン 佼成出版社

117 生きている火山 井口 正人 くもん出版

118 おいしそうなしろくま 柴田 ケイコ PHP研究所

119 へんしんおりがみ 小林 一夫 朝日新聞出版

120 こざるのシャーロット さえぐさ ひろこ 新日本出版社

121 ライオン1頭 ケイティ　コットン BL出版

122 悪ガキ7　　5 宗田 理 静山社

123 ふたりユースケ 三田村 信行 理論社

124 羽生善治の1手・3手詰め将棋 羽生 善治 主婦の友インフォス

125 小学校の生活 はまの ゆか 学研プラス

126 ねこの町のリリアのパン 小手鞠 るい 講談社

127 白い花びら やえがし なおこ 岩崎書店

128 伝統行事 神崎 宣武 丸善出版

129 どんまい!こめごろう よしなが こうたく 好学社

130 辞書びきえほん世界地図 陰山 英男 ひかりのくに

131 最初の舞踏会 平岡 敦 岩波書店

132 南から来た男 金原 瑞人 岩波書店

133 へたなんよ ひこ　田中 光村教育図書

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



134
Sadako and the thousand paper
cranes

Eleanor Coerr Puffin Books

135 しゅるしゅるぱん おおぎやなぎ ちか 福音館書店

136 ありづかのフェルダ オンドジェイ　セコラ 福音館書店

137 ミツバチぎんのおくりもの 西本 鶏介 鈴木出版

138 がっこうだってどきどきしてる アダム　レックス WAVE出版

139 これは、わにです。 ヒース　マッケンジー 岩崎書店

140 ぼくのおじいちゃん カタリーナ　ソブラル KTC中央出版

141 したじきくんとなかまたち 二宮 由紀子 アリス館

142 古墳時代のサバイバル 工藤 ケン 朝日新聞出版

143 サンタクロースのはるやすみ ロジャー　デュボアザン 大日本図書

144 たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやま ただし 鈴木出版

145 あらしのよるに きむら ゆういち 講談社

146 タケノコごはん 大島 渚 ポプラ社

147 スタジオジブリの食べものがいっぱい スタジオジブリ 徳間書店

148 わたしのせいじゃない
レイフ　クリスチャンソ
ン

岩崎書店

149 ハッピーイースター ヨシエ くもん出版

150 たんけんクラブ シークレット・スリー
ミルドレッド　マイリッ
ク

大日本図書

151 妖怪いじわるシャンプー 土屋 富士夫 PHP研究所

152 アクティブ・ラーニング　　調べ学習編 西岡 加名恵 PHP研究所

153 マンガで覚える図解将棋の基本 矢内 理絵子 滋慶出版/つちや書店

154 八月の暑さのなかで 金原 瑞人 岩波書店

155 春待つ夜の雪舞台 斉藤 洋 あすなろ書房

156 命の意味命のしるし 上橋 菜穂子 講談社



157 いじめのある世界に生きる君たちへ 中井 久夫 中央公論新社

158 僕は上手にしゃべれない 椎野 直弥 ポプラ社

159 これは、ねこです。 ヒース　マッケンジー 岩崎書店

160 ゆうかんな3びきとこわいこわいかいぶつ スティーブ　アントニー 徳間書店

161 生きる 谷川 俊太郎 福音館書店

162 コウノトリのコウちゃん かこ さとし 小峰書店

163 やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる なかや みわ 白泉社

164 みにくいこねこ なかむら みつる キノブックス

165 ひかり生まれるところ まはら 三桃 小学館

166
働くってどんなこと?人はなぜ仕事をする
の?

ギヨーム　ル　ブラン 岩崎書店

167 とのさま1ねんせい 長野 ヒデ子 あすなろ書房

168 こうえんのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

169 オバケとキツネの術くらべ 富安 陽子 ひさかたチャイルド

170 メリーメリーおとまりにでかける ジョーン　G.ロビンソン 岩波書店

資料名 著者名 出版者

171 オレンジページ　2017年4/2号 ㈱オレンジページ

172 すてきにハンドメイド　2017年4月号 ＮＨＫ出版

173 趣味の園芸　2017年4月号 日本放送出版協会

174 TJカゴシマ　2017年4月号

175 ウィズ　2017年4月号 講談社

176 ＥＳＳＥ　2017年4月号 （株）扶桑社

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌



177 Saita　2017年4月号 セブン＆アイ出版

178 CHANTO　2017年4月号 主婦と生活社

179 すてきにハンドメイド　2017年3月号 ＮＨＫ出版

180 婦人公論　2017年3/14号 中央公論社

181 婦人公論　2017年3/28号 中央公論社

182 オレンジページ　2017年3/17号 ㈱オレンジページ

183 趣味の園芸　2017年3月号 日本放送出版協会


