
資料名 著者名 出版者

1 本当に似合うBestアイテム事典 二神 弓子 西東社

2 週末15分そうじ術 鈴木 美帆子 SBクリエイティブ

3 オリジン  上 ダン　ブラウン KADOKAWA

4 最後まで、あるがまま行く 日野原 重明 朝日新聞出版

5 オリンピックへ行こう! 真保 裕一 講談社

6 庭 小山田 浩子 新潮社

7 わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子 新潮社

8 オヤジの着こなしルール 本江 浩二 世界文化社

9 百歳人生を生きるヒント 五木 寛之 日本経済新聞出版社

10 どんな災害でもネコといっしょ 徳田 竜之介 監修 小学館クリエイティブ

11 不倫のオーラ 林 真理子 文藝春秋

12 震える教室 近藤 史恵 KADOKAWA

13 断捨離 やました ひでこ マガジンハウス

14 健康という病 五木 寛之 幻冬舎

15 凶犬の眼 柚月 裕子 KADOKAWA

16 ほどよく距離を置きなさい 湯川 久子 サンマーク出版

17 ちょこっと楽しむ保存食 伊藤 玲子 家の光協会

18 小保方晴子日記 小保方 晴子 中央公論新社

19 三千円の使いかた 原田 ひ香 中央公論新社

20 カラヴァル ステファニー　ガーバー キノブックス

21 消えた断章 深木 章子 光文社

所蔵館　：菱刈図書館　資料区分　：一般



22 ペインレス 上 天童 荒太 新潮社

23 ペインレス 下 天童 荒太 新潮社

24 罪人が祈るとき 小林 由香 双葉社

25 13歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡 幸子 WAVE出版

26 ウィステリアと三人の女たち 川上 未映子 新潮社

27 あなたはそのままで愛されている 渡辺 和子 PHP研究所

28 2時間で丸わかり仮想通貨の超入門書 鹿子木 健 ぱる出版

29 ここまでできる!まな板いらずの絶品レシピ 金丸 絵里加 家の光協会

30 暦でわかる園芸作業 山田 幸子 主婦の友社

31 料理用あま酒、はじめました。 舘野 真知子 光文社

32 面白くて眠れなくなる物理パズル 左巻 健男 PHPエディターズ・グループ

33 ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に暮らすための本 村上 由美 翔泳社

34 作りおきより簡単便利レトルトアレンジレシピ50 今泉 マユ子 マガジンランド

35 白のショートショート 山口 タオ 講談社

36 黒のショートショート 山口 タオ 講談社

37 イノセント・デイズ 早見 和真 新潮社

38 わろてんか 下 吉田 智子 作 NHK出版

39 評伝石牟礼道子 米本 浩二 新潮社

40 目がどんどんよくなる世界の名画 若桜木 虔 青春出版社

41 40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方 葛西 紀明 東洋経済新報社

42 ハーバリウム 誠文堂新光社 編 誠文堂新光社

43 不死身の特攻兵 鴻上 尚史 講談社

44 デラシネの時代 五木 寛之 KADOKAWA



45 365日のほん 辻山 良雄 河出書房新社

46 生き方入門 致知出版社

47 読み聞かせは魔法! 吉田 新一郎 明治図書出版

48 玉村警部補の巡礼 海堂 尊 宝島社

49 超図解野菜の仕立て方の裏ワザ 『やさい畑』菜園クラブ 家の光協会

50 オリジン 下 ダン　ブラウン KADOKAWA

51 自分で育てて、食べる果樹100 船越 亮二 監修 主婦の友社

52 たゆたえども沈まず 原田 マハ 幻冬舎

53 草薙の剣 橋本 治 新潮社

54 老いる勇気 岸見 一郎 PHP研究所

55 果物と野菜のゼリー 袴田 尚弥 グラフィック社

56 学校図書館を彩る切り絵かざり CHIKU 少年写真新聞社

57 祈りのカルテ 知念 実希人 KADOKAWA

58 ふたりみち 山本 幸久 KADOKAWA

59 春の旅人 村山 早紀 立東舎

60 るるぶ清里蓼科 ''19 JTBパブリッシング

61 小萩のかんざし 北村 薫 文藝春秋

62 女性労働研究  第61号 女性労働問題研究会 編 女性労働問題研究会

63 ビブリオクイズ 笹倉 剛 あいり出版

64 伝えていきたいわが家の保存食レシピ 石原 洋子 監修 朝日新聞出版

65 スタイリスト佐藤かなが作る赤ちゃんのための服と小物 佐藤 かな 文化学園文化出版局

66 るるぶ東北 ''19 JTBパブリッシング

67 新しいサラダ 福田 里香 KADOKAWA



68 雪割草 横溝 正史 戎光祥出版

69 非正規公務員の現在 上林 陽治 日本評論社

70 泣きかたをわすれていた 落合 恵子 河出書房新社

71 大家さんと僕 矢部 太郎 新潮社

72 図解身近にあふれる「生き物」が3時間でわかる本 左巻 健男 編著 明日香出版社

73 便秘解消の毎日ごはん 川邉 正人 病態監修 女子栄養大学出版部

74 炎と怒り マイケル　ウォルフ 早川書房

資料名 著者名 出版者

75 アーサー王の世界 2 斉藤 洋 静山社

76 水色の不思議 斉藤 洋 静山社

77 かべのむこうになにがある? ブリッタ　テッケントラップ BL出版

78 アーサー王の世界  1 斉藤 洋 静山社

79 もぐらのモリスさんおうちにかえりたい! ジャーヴィス BL出版

80 なくのかな 内田 麟太郎 童心社

81 ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ そうま こうへい 佼成出版社

82 ジャングルのサバイバル 5 洪 在徹 朝日新聞出版

83 コクルおばあさんとねこ フィリパ　ピアス 徳間書店

84 カーネーション いとう みく くもん出版

85 こいのぼりくんのさんぽ すとう あさえ ほるぷ出版

86 たぬきの花よめ道中 最上 一平 岩崎書店

87 季節と行事のおりがみくらぶ 新宮 文明 ほるぷ出版

88 ひとりぼっちのつる 椋 鳩十 理論社
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89 羽生善治の将棋入門 羽生 善治 河出書房新社

90 だいすきだよ 間部 香代 鈴木出版

91 さとやまさん 工藤 直子 アリス館

92 大名行列 シゲリ カツヒコ 小学館

93 算数を使ってワクワク!宇宙探検 アン　ルーニー オーム社

94 算数でめぐるグルグル!地球のふしぎ アン　ルーニー オーム社

95 算数で観察フムフム!世界の生き物 アン　ルーニー オーム社

96 算数で探るドキドキ!ゲーム攻略 ヒラリー　コーレ  共著 オーム社

97 わたしをわすれないで ナンシー　ヴァン　ラーン マイクロマガジン社

98 ジャングルのサバイバル 7 洪 在徹 朝日新聞出版

99 そらからぼふ～ん 高畠 那生 くもん出版

100 ジュニア地図帳(アトラス) 高木 実  構成　 平凡社

101 季節と行事のおりがみくらぶ 新宮 文明 ほるぷ出版

102 とりこしふくろう 滑川 まい 白泉社

103 季節と行事のおりがみくらぶ 新宮 文明 ほるぷ出版

104 ジャングルのサバイバル 4 洪 在徹 朝日新聞出版

105 アーサー王の世界 3 斉藤 洋 静山社

106 リメンバー・ミー KADOKAWA

107 ジャングルのサバイバル 8 洪 在徹 朝日新聞出版

108 ジュニア地図帳(アトラス) 高木 実  構成　 平凡社

109 ジャングルのサバイバル 6 洪 在徹 朝日新聞出版

110 うまはかける 内田 麟太郎 文溪堂

111 たぬきのおやき 井出 幸子 福音館書店



112 ドームがたり アーサー　ビナード 玉川大学出版部

113 アナと雪の女王/家族の思い出 KADOKAWA

114 奇譚ルーム はやみね かおる 朝日新聞出版

115 トンダばあさん 北村 裕花  作　絵 小さい書房

資料名 著者名 出版者

116 婦人公論　2018年5/8号 中央公論社

117 オレンジページ　2018年5/2・17合併号 ㈱オレンジページ

118 すてきにハンドメイド　2018年5月号 ＮＨＫ出版

119 ウィズ　2018年5月号 講談社

120 CHANTO　2018年5月号 主婦と生活社

121 婦人公論　2018年4/24号 中央公論社

122 ＥＳＳＥ　2018年5月号 （株）扶桑社

123 オレンジページ　2018年4/17号 ㈱オレンジページ

124 趣味の園芸　2018年5月号 日本放送出版協会

125 TJカゴシマ　2018年5月号

126 Saita　2018年5月号 セブン＆アイ出版

所蔵館　：菱刈図書館　資料区分　：雑誌


