
資料名 著者名 出版者

1 永善堂病院もの忘れ外来 佐野 香織 ポプラ社

2 悪童(ワルガキ) 山田 洋次 講談社

3 一発屋芸人列伝 山田ルイ53世 新潮社

4 一度だけ 益田 ミリ 幻冬舎

5 天子蒙塵　第4巻 浅田 次郎 講談社

6 ことことこーこ 阿川 佐和子 KADOKAWA

7 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子 講談社

8 龍華記 澤田 瞳子 KADOKAWA

9 湖底の城　9巻 宮城谷 昌光 講談社

10 帝都一の下宿屋 三木 笙子 東京創元社

11 ナナメの夕暮れ 若林 正恭 文藝春秋

12 悪魔と呼ばれた男 神永 学 講談社

13 難聴・耳鳴り・めまいの治し方 小川 郁 講談社

14 だいじょうぶだよ、モリス
カール=ヨハン　エリー
ン

飛鳥新社

15 草原のコック・オー・ヴァン 柴田 よしき 文藝春秋

16 おりがみで作る入れ子の箱 布施 知子 誠文堂新光社

17 雪平鍋で2品献立 飛田 和緒 東京書籍

18 アラカン・サバイバルBOOK 槇村 さとる 集英社

19 黄金の代償 福田 和代 KADOKAWA

20 出版禁止 長江 俊和 新潮社

21
吉本ばななが友だちの悩みについてこたえ
る

吉本 ばなな 朝日新聞出版

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



22 つかのまのこと 柴崎 友香 KADOKAWA

23 信州四季暮らし 横山 タカ子 地球丸

24 下町ロケット　[4] 池井戸 潤 小学館

25 心に響く弔辞 新星出版社編集部 新星出版社

26 ペットシッターちいさなあしあと 高森 美由紀 産業編集センター

27 アリバイ崩し承ります 大山 誠一郎 実業之日本社

28 奥の細道迷い道 吉行 和子 集英社インターナショナル

29 変わったタイプ トム　ハンクス 新潮社

30 ある男 平野 啓一郎 文藝春秋

31 宴の前 堂場 瞬一 集英社

32 沈黙のパレード 東野 圭吾 文藝春秋

33 Matt 岩城 けい 集英社

34 発酵おやつ 山田 奈美 グラフィック社

35 もういちど、本屋へようこそ 田口 幹人著 PHP研究所

36 時限感染 岩木 一麻 宝島社

37
プロが“身内だけ”にこっそり教える最強
の保険選び

都倉 健太 新星出版社

38 廃校再生ストーリーズ 美術出版社

39 図書館と法 鑓水 三千男 日本図書館協会

40 ときめくクラゲ図鑑 峯水 亮 山と溪谷社

41 日本懐かしアニソン大全 腹巻猫 辰巳出版

42 エムエス 今野 敏 講談社

43 どんまい 重松 清 講談社

44 へんないきものもよう 早川 いくを ベストセラーズ



45 夏井いつきの「月」の歳時記 夏井 いつき 世界文化社

46 部屋をおしゃれにリメイクする本 学研プラス

47 決戦!設楽原 宮本 昌孝 講談社

48 つくって楽しむわら工芸　2 農山漁村文化協会

49 文豪たちのラブレター 別冊宝島編集部 宝島社

50 日本ぶらりぶらり 山下 清 筑摩書房

51 具だくさんおにぎり 中村 美穂 文化学園文化出版局

52 バロルの晩餐会 夢枕 獏 KADOKAWA

53 障害のある子の「親なきあと」 渡部 伸 主婦の友社

54 時代 本城 雅人 講談社

55 世界の食文化を変えた安藤百福 洋泉社

56 30センチの冒険 三崎 亜記 文藝春秋

57 みそさえあれば。 小島 喜和 日東書院本社

58 シャツ&ブラウスの基本パターン集 野木 陽子 日本ヴォーグ社

59 インド倶楽部の謎 有栖川 有栖 講談社

60 すりながしのレシピ 長島 博 誠文堂新光社

61
あのとき僕が泣いたのは、悲しかったから
じゃない

瀧森 古都 誠文堂新光社



資料名 著者名 出版者

62 どうぶつのかおならべてみた! 高岡 昌江 ポプラ社

63 英語であやとり フィグインク 汐文社

64 ぼくがいちばん!すごいでしょ サトシン PHP研究所

65 調べる!47都道府県工業生産で見る日本 こどもくらぶ 同友館

66 ウインナさん YUMOCAM 白泉社

67 ポケットのなかのジェーン ルーマー　ゴッデン 徳間書店

68 ゆうえんちのわたあめちゃん ルーマー　ゴッデン 徳間書店

69 こころのふしぎたんけんえほん 平木 典子 PHP研究所

70 若おかみは小学生! 令丈 ヒロ子 講談社

71 ぎゅぎゅぎゅー 駒形 克己 KADOKAWA

72 かわ 加古 里子 福音館書店

73 プリンちゃんのハロウィン なかがわ ちひろ 理論社

74 ウッチョパスのカレーライス のぶみ KADOKAWA

75 ゆびもじえほん 全国手話通訳問題研究会 クリエイツかもがわ

76 くろグミ団は名探偵 ユリアン　プレス 岩波書店

77 ナージャの5つのがっこう キリーロバ　ナージャ 大日本図書

78 イヤイヤ!ブブタのパンやでイヤイヤ! たかい よしかず 主婦の友社

79 ともだちドロボウ のぶみ 講談社

80 やきいもやゴンラ ながい いくこ ポプラ社

81 ぴちぱちさくさく 若菜 ひとし ひさかたチャイルド

82 ねこです。 北村 裕花 講談社

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：児童



83 佐藤初女物語 あんず ゆき PHP研究所

84 絵でわかるなぜなぜ会話ルールブック 藤野 博 合同出版

85 あきぞらさんぽ えがしら みちこ 講談社

86 風がはこんだ物語 ジル　ルイス あすなろ書房

87 まゆとかっぱ 富安 陽子 福音館書店

88 107小節目から 大島 恵真 講談社

89 どうぶつどんどん たしろ ちさと 大日本図書

90
こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の
図鑑

柴山 元彦 創元社

91 リスのたんじょうび トーン　テレヘン 偕成社

92 ぼくらの一歩 いとう みく アリス館

93 明日のランチはきみと サラ　ウィークス フレーベル館

94 クリスマスのおかいもの ルー　ピーコック ほるぷ出版

95 せん スージー　リー 岩波書店

96 キラキラッとほしがかがやきました 宮西 達也絵 ポプラ社

97 キツネのはじめてのふゆ マリオン　デーン　バウアー鈴木出版

98 クリスマスのあかり レンカ　ロジノフスカー 福音館書店

99 ビター・ステップ 高田 由紀子 ポプラ社

100 そらのかんちゃん、ちていのコロちゃん 東 直子 福音館書店

101 おばあちゃんのおくりもの キャリー　ガラッシュ WAVE出版

資料名 著者名 出版者

102 オレンジページ 2018年10/17号 ㈱オレンジページ

103 CHANTO 2018年11月号 主婦と生活社

104 婦人公論 2018年10/23号 中央公論社

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：雑誌



105 婦人公論 2018年10/9号 中央公論社

106 TJカゴシマ 2018年10月号

107 ＥＳＳＥ 2018年11月号 （株）扶桑社

108 ウィズ 2018年11月号 講談社

109 すてきにハンドメイド 2018年10月号 ＮＨＫ出版

110 趣味の園芸 2018年10月号 日本放送出版協会

111 すてきにハンドメイド 2018年11月号 ＮＨＫ出版

112 オレンジページ 2018年11/2号 ㈱オレンジページ

113 ウィズ 2018年12月号 講談社

114 TJカゴシマ 2018年11月号

115 婦人公論 2018年11/13号 中央公論社

116 趣味の園芸 2018年11月号 日本放送出版協会


