
資料名 著者名 出版者

1 図解でわかる!ファシリテーション 松山 真之助 秀和システム

2 花嫁をガードせよ! 赤川 次郎 実業之日本社

3 百年泥 石井 遊佳 新潮社

4 小説禁止令に賛同する いとう せいこう 集英社

5 シニアのひざの痛み 池内 昌彦　監修 NHK出版

6 駄犬道中おかげ参り 土橋 章宏 小学館

7 山陰 昭文社

8 ぼくの伯父さん 伊丹 十三 つるとはな

9 玄鳥さりて 葉室 麟 新潮社

10 図解でわかる退職マニュアル 島田 弘樹 ぱる出版

11 会社や仕事につぶされない働き方・休み方 茅嶋 康太郎 すばる舎

12 春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎 琢磨 新潮社

13 口笛の上手な白雪姫 小川 洋子 幻冬舎

14 ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで 真梨 幸子 幻冬舎

15 護られなかった者たちへ 中山 七里 NHK出版

16 親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本 鈴木 朋子 技術評論社

17
東京ディズニーランド&シー裏技ガイド
2018

クロロ 廣済堂出版

18 広島・宮島 昭文社

19 福岡 昭文社

20 鎌倉 昭文社

21 沖縄 昭文社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 伊豆 昭文社

23 京都 昭文社

24 石垣・宮古 昭文社

25 職場における身体活動・運動指導の進め方 江口 泰正 大修館書店

26 「農企業」のリーダーシップ 小田 滋晃 昭和堂

27 大阪 昭文社

28 箱根 昭文社

29 飛驒高山 昭文社

30 名古屋 昭文社

31 一度は行きたい全国の水族館 昭文社

32
じっくり派もお手軽派も必ずトクす
る!NISA入門

大竹 のり子　監修 ナツメ社

33 五街道ウォークのすすめ 八木 牧夫 山と溪谷社

34 家族を家で看取る本 村松 静子　監修 主婦の友社

35 読むパンダ 黒柳 徹子 白水社

36
大切な靴と長くつきあうための靴磨き・手
入れがよくわかる本

飯野 高広 池田書店

37 ディレイ・エフェクト 宮内 悠介 文藝春秋

38 <図解>まるわかり時事用語
ニュース　リテラシー研
究所

新星出版社

39 ルポ最期をどう迎えるか 共同通信生活報道部 岩波書店

40 手作り知育おもちゃの本 京都幼児教室　監修 主婦の友リトルランド

41 パイナップル模様の大人のニット ブティック社

42 とことん使える!無印良品 小林 尚子 講談社

43
モンテッソーリ流たった5分で「言わなく
てもできる子」に変わる本

伊藤 美佳 青春出版社

44 オンナの奥義 阿川 佐和子 文藝春秋



45
徹底討論どうする!?どうなる!?「北朝鮮」
問題

森本 敏 海竜社

46 定年オヤジ改造計画 垣谷 美雨 祥伝社

47 仙台・松島 宮城　2019 昭文社

48 最新!鉄道の科学 洋泉社

49 焰 星野 智幸 新潮社

50 モモコとうさぎ 大島 真寿美 KADOKAWA

51 東京 昭文社

52 横浜 昭文社

53 軽井沢 昭文社

54 金沢 昭文社

55 忍者まるごと事典 土屋 晴仁 IBCパブリッシング

56 子どもの人権をまもるために 木村 草太 晶文社

57 ヒトごろし 京極 夏彦 新潮社

58 奈良・大和路 昭文社

59 南紀・伊勢 昭文社

60
消費税を上げずに社会保障財源38兆円を
生む税制

不公平な税制をただす会
編集

大月書店

61 長崎 昭文社

62 由布院・阿蘇 昭文社

63 鹿児島・屋久島 昭文社

64 家族信託をもちいた財産の管理・承継 浅岡 輝彦 清文社

65 るるぶ四国八十八カ所　2018 JTBパブリッシング

66 るるぶ屋久島奄美種子島　2018 JTBパブリッシング

67 刑事の怒り 薬丸 岳 講談社



68 謎々将棋・囲碁 新井 素子 角川春樹事務所

69 これからのナースに実践してほしいこと 日野原 重明 中山書店

70 四国 昭文社

71 農村で楽しもう 林 美香子 安曇出版

72 がんが再発・転移した時、あなたは? 岩崎 瑞枝 中央法規出版

73 向かい風がいちばんいい 葛西 紀明 河出書房新社

74 愛が挟み撃ち 前田 司郎 文藝春秋

75 誰にも聞けない転職の正解がわかる本 谷所 健一郎　監修 成美堂出版

76 ニッポンの歴代はしご車BEST100 芸文社

77 東北 昭文社

78 北海道 昭文社

79 札幌・小樽 昭文社

80 光点 山岡 ミヤ 集英社

81 掟上今日子の色見本 西尾 維新 講談社

82 広島電鉄殺人事件 西村 京太郎 新潮社

83 路上のX 桐野 夏生 朝日新聞出版

84 神戸 昭文社

85 高校生ワーキングプア NHKスペシャル取材班 新潮社

86 雪の階 奥泉 光 中央公論新社

87 絵本とおもちゃでゆっくり子育て 柿田 友広 マイルスタッフ

88 オヒョイ 藤村 亜実 勉誠出版

89 PTAのあいさつ・司会進行・文書の事典 PTAマナー研究会 法研

90
地域で愛される子ども食堂つくり方・続け
方

飯沼 直樹 翔泳社



91
相手をイラッとさせない!メールの好感度を
上げるマナー&文例

杉本 祐子 主婦の友社

92 一気にわかる!池上彰の世界情勢　2018 池上 彰 毎日新聞出版

93 はじめての恐竜刺しゅう 千葉 美波子 エクスナレッジ

94 向田邦子を読む オール讀物　責任編集 文藝春秋

95 棲月 今野 敏 新潮社

96 富山の逆襲 鷲塚 飛男 言視舎

97 祝葬 久坂部 羊 講談社

98 雲上雲下 朝井 まかて 徳間書店

99 雪子さんの足音 木村 紅美 講談社

100 また明日会いましょう 山本 周五郎 河出書房新社

101 やっぱり会計士は見た! 前川 修満 文藝春秋

資料名 著者名 出版者

102
基本から大会まで勝つ!長なわ8の字跳び最
強のコツ

西沢 尚之　監修 メイツ出版

103 ふれあいしぜん図鑑　夏 横山 洋子　監修 学研教育出版

104 なぜ?の図鑑 宇宙 縣 秀彦　監修 学研プラス

105 ともだちのやくそく 中川 ひろたか アリス館

106 なぜ?の図鑑 植物 海老原 淳　監修 学研プラス

107 大昔大探検 藤子　F　不二雄 小学館

108 植物大探検 藤子　F　不二雄 小学館

109 大研究お米の図鑑 本林 隆　監修 国土社

110 人物大探検 藤子　F　不二雄 小学館

111 国語は語彙力! 齋藤 孝 PHP研究所

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：児童



112 3つのまほう 間所 ひさこ 学研プラス

113 すいぞくかんのみんなの1日 松橋 利光　写真 アリス館

114 なぜ?の図鑑 昆虫 岡島 秀治　監修 学研プラス

115 海底大探検 藤子　F　不二雄 小学館

116 アンパンマンどっち?どっち?めいろ やなせ たかし　原作 フレーベル館

117 恐竜大探検 藤子　F　不二雄 小学館

118 3つのごちそう 市川 宣子 学研プラス

119 がちょうのたんじょうび 新美 南吉 金の星社

120 世界のふしぎ大探検 藤子　F　不二雄 小学館

121 発明発見大探検 藤子　F　不二雄 小学館

122 世界のお祭り 竹永 絵里　画 河出書房新社

123 なぜ?の図鑑 魚 本村 浩之　監修 学研プラス

124 実験対決　25 洪 鐘賢　絵 朝日新聞出版

125 うんだらか うだすぽん いぬい あきと　ぶん NHK出版

126 危険生物◆外来生物大図鑑 今泉 忠明　監修 あかね書房

127 発明対決　10 ゴムドリco.　文 朝日新聞出版

128 知ってる?ソフトテニス 川並 久美子　著 ベースボール・マガジン社

129 知ってる?フットサル 鈴木 隆二　著 ベースボール・マガジン社

130 おりがみ百科5・6・7才
津留見 裕子　折り紙指
導

世界文化社

131 密林一きれいなひょうの話 工藤 直子　おはなし 瑞雲舎

132 統計と地図の見方・使い方 渡辺 美智子　監修 PHP研究所

133 こども武士道 齋藤 孝　監修 日本図書センター

134 食物アレルギーキャラクター図鑑 赤澤 晃　監修 日本図書センター



135 子どもにウケる将棋超入門 創元社編集部　編集 創元社

136 すてきな3K いとう みく 講談社

137 地図大探検 藤子　F　不二雄 小学館

138 かのこと小鳥の美容院 市川 朔久子 講談社

139 新都道府県クイズ　1 北 俊夫　監修 国土社

140 新都道府県クイズ　2 北 俊夫　監修 国土社

141 新都道府県クイズ　3 北 俊夫　監修 国土社

142 新都道府県クイズ　4 北 俊夫　監修 国土社

143 新都道府県クイズ　5 北 俊夫　監修 国土社

144 新都道府県クイズ　6 北 俊夫　監修 国土社

145 撮りたい!飾りたい!親子でおりがみ 新宮 文明　著 新星出版社

146 スーパー戦隊全スーパーロボット超百科 講談社

147 うそうそかわうそのむかしばなし はやし ますみ 小学館

148 乗りもの 学研プラス

149 ゆけ、シンフロ部! 堀口 泰生　小説 学研プラス

150 大造じいさんとがん 椋 鳩十 理論社

151 知里幸恵とアイヌ ひきの 真二　まんが 小学館

152 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 マガジンハウス

153 地球大探検 藤子　F　不二雄 小学館

154 生き物大探検 藤子　F　不二雄 小学館

155 坊っちゃん 夏目 漱石 学研プラス

156 世界の働くくるま図鑑　上巻
スタジオタッククリエイ
ティブ

157 世界の働くくるま図鑑　下巻
スタジオタッククリエイ
ティブ



158 ひとりぼっちの教室 小林 深雪 講談社

159 宇宙大探検 藤子　F　不二雄 小学館

160 おりがみ百科3・4・5才
津留見 裕子　折り紙指
導

世界文化社

161 うちのウッチョパス のぶみ KADOKAWA

162 そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地 国夫　写真 小学館

163 昆虫大探検 藤子　F　不二雄 小学館

164 新聞記者は、せいぎの味方? みうら かれん 講談社

165 ラッパのつぎはパンツ? 生田 竜司 文芸社

166 からだ大探検 藤子　F　不二雄 小学館

167 あかいろうそく 新美 南吉 金の星社

168 トミカコレクション　2018 ポプラ社

169 乗り物大探検 藤子　F　不二雄 小学館

170 なぞの生き物大探検 藤子　F　不二雄 小学館

171 西郷どん!まるごと絵本 東川 隆太郎 燦燦舎

172 もうちょっともうちょっと きむら ゆういち 福音館書店

173 動物たちは、冒険家! キム　トマス 河出書房新社

174 フルスイング! くすのき しげのり 講談社

175 いろいろいろんなかぞくのほん メアリ　ホフマン 少年写真新聞社

176 グドーさんのおさんぽびより たかどの ほうこ 福音館書店

177 5分間のサバイバル　5年生 韓 賢東　マンガ 朝日新聞出版

178 部首から知る漢字のなりたち 落合 淳思　監修 理論社

179 真夜中の電話 赤川 次郎 汐文社

180 命のダイヤル 赤川 次郎 汐文社



181 しりとりボクシング 新井 けいこ 小峰書店

182 3つのぼうけん 戸田 和代 学研プラス

183 おばけのアッチとくものパンやさん 角野 栄子 ポプラ社

184 3びきのおばけ 早野 美智代 学研プラス

185 古墳時代のサバイバル 工藤 ケン　マンガ 朝日新聞出版

186 さくらのさくらちゃん 中川 ひろたか 自由国民社

187 あしたはだれにあえるかな 中川 ひろたか 自由国民社

188 レインボールームのエマ 戸森 しるこ 講談社

189
大人になってこまらないマンガで身につく
友だちとのつきあい方

相川 充　監修 金の星社

190 ラッコのたんじょうびケーキ 公文 健太郎　写真 ほるぷ出版

191 おいしいおひなさま すとう あさえ ほるぷ出版

192 世界の料理 竹永 絵里 河出書房新社

193 こどもどうぶつえんのみんなの1日 福田 豊文　しゃしん アリス館

194 藤吉じいとイノシシ 椋 鳩十 理論社

195 声優さんっていいな 如月 かずさ 講談社

196 プラレールコレクション　2018 ポプラ社

197 戦後のサバイバル もとじろう　マンガ 朝日新聞出版

198 くすのきだんちへおひっこし 武鹿 悦子 ひかりのくに

199 8年越しの花嫁 岡田 惠和　脚本 小学館

200 東海道中膝栗毛 十返舎 一九 学研プラス

201 水はどこから来るのか? 高堂 彰二　監修 PHP研究所

202 3にんのおひめさま 間所 ひさこ 学研プラス



資料名 著者名 出版者

203 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2018年3月号 ベネッセコーポレーション

204 婦人公論　2018年2/27号 中央公論社

205 ＭＯＲＥ　2018年3月号 集英社

206 どうぎゃん　2018年2月号 どうぎゃん編集部

207 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年2月15日 文藝春秋

208 ＥＳＳＥ　2018年3月号 （株）扶桑社

209 現代農業　2018年3月号 農山漁村文化協会

210 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年3月1日 文藝春秋

211 趣味の園芸　2018年3月号 日本放送出版協会

212 きょうの料理　2018年3月号 日本放送出版協会

213 壮快　2018年4月号 マキノ

資料名 著者名 出版者

1 手ぬいのかわいいベビー小物 木所 未貴 家の光協会

2 15歳のコーヒー屋さん 岩野 響 KADOKAWA

3 くちなし 彩瀬 まる 文藝春秋

4 百年泥 石井 遊佳 新潮社

5 おちゃめに100歳!寂聴さん 瀬尾 まなほ 光文社

6 玄鳥さりて 葉室 麟 新潮社

7 小説禁止令に賛同する いとう せいこう 集英社

8 春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎 琢磨 新潮社

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



9 鹿児島県酒造組合連合会史
鹿児島県酒造組合連合会
∥編集

鹿児島県酒造組合連合会

10 日本文学全集 57 集英社

11 季節の果実をめぐる114の愛で方、食べ方 中川 たま 日本文芸社

12 すべての始まり 吉本 ばなな 幻冬舎

13 忘れたふり 吉本 ばなな 幻冬舎

14 機龍警察狼眼殺手 月村 了衛 早川書房

15 PTAのあいさつ・司会進行・文書の事典 PTAマナー研究会 法研

16 すぐれものバッグ 日本ヴォーグ社

17 刑事の怒り 薬丸 岳 講談社

18 愛が挟み撃ち 前田 司郎 文藝春秋

19 焰 星野 智幸 新潮社

20 オンナの奥義 阿川 佐和子 文藝春秋

21 棲月 今野 敏 新潮社

22 ヒトごろし 京極 夏彦 新潮社

23 ひとり暮らしレスキューBOOK 成美堂出版編集部 編集 成美堂出版

24 四季の野草リース 辻 典子 世界文化社

25 基本の洋食 主婦の友社　編集 主婦の友社

26 妻に捧げた1778話 眉村 卓 新潮社

27 モモコとうさぎ 大島 真寿美 KADOKAWA

28 血流がすべて整う食べ方 堀江 昭佳 サンマーク出版

29 絵本とおもちゃでゆっくり子育て 柿田 友広 マイルスタッフ

30 奨学金借りるとき返すときに読む本 柴田 武男　編集 弘文堂

31
サラリーマンのための「手取り」が増える
ワザ65

深田 晶恵 ダイヤモンド社



32 西郷隆盛53の謎 原口 泉 海竜社

33 保育に活かすおはなしテクニック こが ようこ 小学館

34 荒仏師運慶 梓澤 要 新潮社

35 光点 山岡 ミヤ 集英社

36 読むパンダ 黒柳 徹子 白水社

37 雪子さんの足音 木村 紅美 講談社

38 あなたと短歌 永田 和宏 朝日新聞出版

39 ディレイ・エフェクト 宮内 悠介 文藝春秋

40 日本史の内幕 磯田 道史 中央公論新社

41 家庭の医学 主婦の友社　編集 主婦の友社

42 るるぶ西郷どん JTBパブリッシング

43 ブルーローズは眠らない 市川 憂人 東京創元社

44 西郷どん　前編 NHK出版

45 60歳からはじめるSNS 岡本 ゆかり 日経BP社

46 抗がん剤・放射線治療と食事のくふう 山口 建　監修 女子栄養大学出版部

47 雪の階 奥泉 光 中央公論新社

48 やさしい三味線講座 千葉 登世 自由現代社(発売)

49 祝葬 久坂部 羊 講談社

50 ミッドナイト・バス 伊吹 有喜 文藝春秋

51 認知症はこうしたら治せる 犬山 康子 ナショナル出版

52
レシピを見ないで作れるようになりましょ
う。

有元 葉子 SBクリエイティブ

53 激動の平成史 内田 樹 洋泉社

54 畳縁ハンドメイドBOOK 日本ヴォーグ社



55 きょうの晩ごはん 石原 洋子 家の光協会

56 浅田真央 私のスケート人生 浅田 真央 新書館

57 一生、同じ会社で働きますか? 山崎 元 文響社

58 メイク大全 高松 由佳　監修 成美堂出版

資料名 著者名 出版者

59 すてきな3K いとう みく 講談社

60 ともだちのやくそく 中川 ひろたか アリス館

61 おはなしぎょうじのえほん　春 堀切 リエ 子どもの未来社

62 うんどうかい チャイルド本社

63 おいもほり・おつきみ チャイルド本社

64 グドーさんのおさんぽびより たかどの ほうこ 福音館書店

65 密林一きれいなひょうの話 工藤 直子 瑞雲舎

66 りっぱな犬になる方法+1 きたやま ようこ 理論社

67 まほうの絵本屋さん 小手鞠 るい 出版ワークス

68 おはなしぎょうじのえほん　夏 堀切 リエ 子どもの未来社

69
ひみつのきもちぎんこう かぞくつうちょう
できました

ふじもと みさと 金の星社

70 けいろうのひ・きんろうかんしゃのひ チャイルド本社

71 スプーンちゃん 小西 英子 福音館書店

72 うみのとしょかん チンアナゴ3きょうだい 葦原 かも 講談社

73 うそうそかわうそのむかしばなし はやし ますみ 小学館

74 おなじそらのしたで
ブリッタ　テッケント
ラップ

ひさかたチャイルド

75 いろいろいろんなかぞくのほん メアリ　ホフマン 少年写真新聞社

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



76 大どろぼうジャム・パン 内田 麟太郎 文研出版

77 声優さんっていいな 如月 かずさ 講談社

78 大どろぼうとまじょのレストラン 山脇 恭 偕成社

79 X-01　2 あさの あつこ 講談社

80 新聞記者は、せいぎの味方? みうら かれん 講談社

81 かのこと小鳥の美容院 市川 朔久子 講談社

82 クリスマス チャイルド本社

83 10代からのプログラミング教室 矢沢 久雄 河出書房新社

84 十代最後の日 赤川 次郎 汐文社

85 図書館の怪談 斉藤 洋 あかね書房

86 うちのウッチョパス のぶみ KADOKAWA

87 葛飾北斎 ちさか あや ポプラ社

88 5分後に恋の結末 橘 つばさ 学研プラス

89 レインボールームのエマ 戸森 しるこ 講談社

90 フルスイング! くすのき しげのり 講談社

91 もうちょっともうちょっと きむら ゆういち 福音館書店

92 すみれちゃんのお片づけ12カ月 渡辺 ゆき 岩崎書店

93 神隠しの教室 山本 悦子 童心社

94 図書館につづく道 草谷 桂子 子どもの未来社

95
みんなで!ひとりで!たのしいトランプあそ
び

草場 純　監修 ナツメ社

96 おはなしぎょうじのえほん　秋 堀切 リエ 子どもの未来社

97 藤吉じいとイノシシ 椋 鳩十 理論社



98 かたあしの母すずめ 椋 鳩十 理論社

99 大造じいさんとがん 椋 鳩十 理論社

100 世界の働くくるま図鑑　下巻
スタジオタッククリエイ
ティブ

101 世界の働くくるま図鑑　上巻
スタジオタッククリエイ
ティブ

102 あかちゃんパンダ
しゅう もうき　しゃし
ん

樹立社

103 おはなしぎょうじのえほん　冬 堀切 リエ 子どもの未来社

資料名 著者名 出版者

104 オレンジページ　2018年2／17号 ㈱オレンジページ

105 ＥＳＳＥ　2018年3月号 （株）扶桑社

106 婦人公論　2018年2/27号 中央公論社

107 CHANTO　2018年3月号 主婦と生活社

108 ウィズ　2018年3月号 講談社

109 Saita　2018年3月号 セブン＆アイ出版

110 オレンジページ　2018年3/2号 ㈱オレンジページ

111 TJカゴシマ　2018年3月号

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


