
資料名 著者名 出版者

1 「マス目」で気づく目の病気 平松 類 翔泳社

2 コンタクトレンズと眼鏡の科学 久保田 慎 日刊工業新聞社

3 虚談 京極 夏彦 KADOKAWA

4 イザベルに薔薇を 伊集院 静 双葉社

5 恨みっこなしの老後 橋田 壽賀子 新潮社

6 母の家がごみ屋敷 工藤 哲 毎日新聞出版

7 完パケ! 額賀 澪 講談社

8 修羅の都 伊東 潤 文藝春秋

9 美女は天下の回りもの 林 真理子 マガジンハウス

10 引き抜き屋  1 雫井 脩介 PHP研究所

11 引き抜き屋  2 雫井 脩介 PHP研究所

12 アンダーカバー 麻生 幾 幻冬舎

13 にらみ 長岡 弘樹 光文社

14 奇跡の「せぼね調整」 金井 良友 宝島社

15 西から来た死体 西村 京太郎 中央公論新社

16 青くて痛くて脆い 住野 よる KADOKAWA

17 悲球伝 西尾 維新 講談社

18 身代わり忠臣蔵 土橋 章宏 幻冬舎

19 3つのゼロの世界 ムハマド　ユヌス 早川書房

20 身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本 椎葉 基史 ポプラ社

所蔵館     ：大口図書館　資料区分　:一般



21 るるぶ北九州市門司港レトロ  2018 JTBパブリッシング

22 紙パンダ! 大原 まゆみ 日貿出版社

23 シニアの脊柱管狭窄症 紺野 愼一 NHK出版

24 男の子と女の子のまいにちパンツ ブティック社

25 赤ちゃんが夜早く、長く眠るかんたん☆ねんねトレーニングBOOK 伊藤 かよこ 日本実業出版社

26 赤猫 柴田 哲孝 光文社

27 スイート・ホーム 原田 マハ ポプラ社

28 パパ入門ガイド ファザーリング　ジャパン 池田書店

29 今日からできるムスリム対応 阿良田 麻里子 講談社

30 よくわかる最新年金の傾向と対策 ニッセイ基礎研究所年金総合リサーチセンター 秀和システム

31 かちがらす 植松 三十里 小学館

32 世界の選挙制度 大林 啓吾 三省堂

33 長く高い壁 浅田 次郎 KADOKAWA

34 隣のずこずこ 柿村 将彦 新潮社

35 一身二生 太田 俊明 日本経済新聞出版社

36 絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業 岩佐 大輝 朝日新聞出版

37 湖畔の愛 町田 康 新潮社

38 顧客は展示会で見つけなさい 弓削 徹 日刊工業新聞社

39 きのこレシピ 石澤 清美 主婦の友社

40 わかって下さい 藤田 宜永 新潮社

41 “筋力アップ”で健康 石井 直方 NHK出版

42 コンタミ 伊与原 新 講談社



43 浅見光彦と七人の探偵たち 内田 康夫 論創社

44 人間の未来AIの未来 山中 伸弥 講談社

45 青空と逃げる 辻村 深月 中央公論新社

46 罪人が祈るとき 小林 由香 双葉社

47
すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる金銭貸借・クレジッ
ト・ローン・保証の法律とトラブル解決法128

松岡 慶子 三修社

48 おひとりさまのあったか1ケ月食費2万円生活 おづ まりこ KADOKAWA

49 奏弾室 仁木 英之 徳間書店

50 要介護シニアも大満足!3分間ちょこっとレク57 斎藤 道雄 黎明書房

51 物語のなかとそと 江國 香織 朝日新聞出版

52 松本・梓川殺人事件 梓 林太郎 光文社

53 花のいのち 瀬戸内 寂聴 講談社

54 中学生の勉強法 石井 郁男 子どもの未来社

55 続　中学生の勉強法 石井 郁男 子どもの未来社

56 若い読者のための経済学史 ナイアル　キシテイニー すばる舎

57 額を紡ぐひと 谷 瑞恵 新潮社

58 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋

59 緑の庭で寝ころんで 宮下 奈都 実業之日本社

60 超動く家にて 宮内 悠介 東京創元社

61 死の島 小池 真理子 文藝春秋

62 枕女王 新堂 冬樹 河出書房新社

63 ぼくがきみを殺すまで あさの あつこ 朝日新聞出版

64 本のエンドロール 安藤 祐介 講談社



65 卑弥呼の葬祭 高田 崇史 新潮社

66 福岡市が地方最強の都市になった理由 木下 斉 PHPエディターズ・グループ

67 おまじない 西 加奈子 筑摩書房

68 ほどほど快適生活百科 群 ようこ 集英社

69 悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山 七里 講談社

70 ひとり暮らしレスキューBOOK 成美堂出版編集部 成美堂出版

71 入門図解契約書・印鑑・印紙税・領収書の法律知識 木島 康雄 三修社

72 ビジネススーツ超入門 森岡 弘 講談社

73 るるぶにっぽんの動物園 JTBパブリッシング

74 樽とタタン 中島 京子 新潮社

75 大学受験案内  '2019年度用 晶文社学校案内編集部 晶文社

76 それまでの明日 原 尞 早川書房

77 システムの問題地図 沢渡 あまね 技術評論社

78 脳梗塞 岡田 靖 NHK出版

79 子どもたちがよろこぶ小学校のかわいいテンプレート&イラスト集 ナツメ社

80 極小農園日記 荻原 浩 毎日新聞出版

81 「石油」の終わり 松尾 博文 日本経済新聞出版社

82 魔力の胎動 東野 圭吾 KADOKAWA

83 60歳からはじめる色鉛筆画 渡辺 芳子 河出書房新社

84 私はあなたの記憶のなかに 角田 光代 小学館

85 クローゼット 千早 茜 新潮社

86 わろてんか　下 吉田 智子 NHK出版



87 200社に足を運んでわかったお客さんがホイホイ集まる法則 竹内 謙礼 日本経済新聞出版社

88 雨と詩人と落花と 葉室 麟 徳間書店

89 自傷・自殺のことがわかる本 松本 俊彦 講談社

90 DIYを生かした小さな庭づくり 有福 創 成美堂出版

91 しあわせの牛乳 佐藤 慧 ポプラ社

92 さよならともだち 内田 麟太郎 偕成社

93 今すぐできる!中学生の勉強法 親野 智可等 PHP研究所

94 山田県立山田小学校　7 山田 マチ あかね書房

95 しばはま 野村 たかあき 教育画劇

96 コーヒー豆を追いかけて 原田 一宏 くもん出版

97 もしぼくが本だったら ジョゼ　ジョルジェ　レトリア KTC中央出版

98 あかちゃん新社長がやってきた マーラ　フレイジー 講談社

99 にっぽんのおかず 白央 篤司 理論社

100 ぼくはなんでもできるもん いとう みく ポプラ社

101 悪霊はふりむかない 木暮 正夫 岩崎書店

102 くすのきだんちはゆきのなか 武鹿 悦子 ひかりのくに

103 注文の多い料理店 宮沢 賢治 金の星社

104 はじめてまなぶもちかたのえほん 宮里 暁美 PHP研究所

105 悪ガキ7　「6」 宗田 理 静山社

106 王さまになった羊飼い 松瀬 七織 福音館書店

107 みつけてかぞえてどこどこどうぶつ キャサリン　ルーカス 河出書房新社

所蔵館     ：大口図書館　資料区分　:児童



108 羽毛恐竜 大島 英太郎 福音館書店

109 おおきくなったらきみはなんになる? 藤本 ともひこ 講談社

110 みんなのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

111 チョコレート物語 佐和 みずえ くもん出版

112 へんないきものすいぞくかんナゾの1日 松橋 利光 アリス館

113 あいさつってたのしい 石津 ちひろ 小学館

114 恋するいきもの図鑑 今泉 忠明 カンゼン

115 わたしたしざんできるの ディック　ブルーナ 福音館書店

116 4ミリ同盟 高楼 方子 福音館書店

117 ぼくのネコがロボットになった 佐藤 まどか 講談社

118 妖怪一家の温泉ツアー 富安 陽子 理論社

119 動物たちは、建築家! ダニエル　ナサル 河出書房新社

120 花見べんとう 二宮 由紀子 文研出版

121 モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉 幸子 小峰書店

122 やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ なかや みわ 白泉社

123 暗闇のゲームセンター 木暮 正夫 岩崎書店

124 ようこそ、難民! 今泉 みね子 合同出版

125 発明対決　11 ゴムドリco. 朝日新聞出版

126 日本の駅なるほど百科 交通新聞社

127 おおきなきがほしい  （大型絵本） さとう さとる 偕成社

128 花 多田 多恵子 小学館

129 どうぶつえんのみんなの1日 福田 豊文 アリス館



130 しっぽのはたらき 川田 健 福音館書店

131 イースターのたまごの木 キャサリン　ミルハウス 徳間書店

132 ぜったいあけちゃダメッ! アンディ　リー 永岡書店

133 おしりたんてい あやうしたんていじむしょ トロル ポプラ社

134 笑い猫の5分間怪談　13 那須田 淳 KADOKAWA

135 ぎゅ～っ! いしづ ちひろ くもん出版

136 母ぐま子ぐま 椋 鳩十 理論社

137 はるのごほうび 内田 麟太郎 鈴木出版

138 よかったねネッドくん  （大型絵本） レミー  シャーリップ 偕成社

139 ごみはどこへ行くのか? 熊本 一規 PHP研究所

140 キャラクターでわかる人体 島田 達生 世界文化社

141 イオマンテ 寮 美千子 ロクリン社

142 戦争体験を「語り」・「継ぐ」 大石 学 学研プラス

143 あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉 幸子 小学館

144 かぶきやパン かねまつ すみれ 童心社

145 おりがみだいすきおってあそぼ!アンパンマン やなせ たかし フレーベル館

146 注文の多い料理店 宮沢 賢治 学研プラス

147 おはようはりねずみくん 間部 香代 鈴木出版

148 保健室の午後 赤川 次郎 汐文社

149 きょうのおやつはなんだろな? ふじもと のりこ 鈴木出版

150 はるのくさばなあそび 佐野 高太郎 ひさかたチャイルド

151 いじめられている君へ いじめている君へ いじめを見ている君へ 朝日新聞社 朝日新聞出版



152 となりの火星人 工藤 純子 講談社

153 キャラクターでわかる星と宇宙 藤井 旭 世界文化社

154 ＥＳＳＥ　2018年4月号 （株）扶桑社

155 オ‐ル讀物　2018年3月号 文藝春秋

156 趣味の園芸　2018年4月号 日本放送出版協会

157 婦人公論　2018年3/27号 中央公論社

158 きょうの料理　2018年4月号 日本放送出版協会

159 現代農業　2018年4月号 農山漁村文化協会

160 婦人公論　2018年3月13日号 中央公論社

161 かぞくのじかん  春  Vol43　2018年春 婦人之友社

162 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年3月15日 文藝春秋

163 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年3月29日 文藝春秋

164 オ‐ル讀物　2018年2月号 文藝春秋

165 壮快　2018年5月号 マキノ

166 どうぎゃん　2018年3月号 どうぎゃん編集部

167 ＭＯＲＥ　2018年4月号 集英社

168 ゴルフダイジェスト　2018年4月号 ゴルフダイジェスト社

169 ゴルフダイジェスト　2018年5月号 ゴルフダイジェスト社

170 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2018年4月号 ベネッセコーポレーション

所蔵館     ：大口図書館　資料区分　：雑誌



資料名 著者名 出版者

1 完本春の城 石牟礼 道子 藤原書店

2 オーパーツ死を招く至宝 蒼井 碧 宝島社

3 黙殺 畠山 理仁 集英社

4 ほどほど快適生活百科 群 ようこ 集英社

5 青くて痛くて脆い 住野 よる KADOKAWA

6 青空と逃げる 辻村 深月 中央公論新社

7 魔力の胎動 東野 圭吾 KADOKAWA

8 エダモンの今日から子どもおかず名人 枝元 なほみ 白泉社

9 おじいちゃんとパン たな パイインターナショナル

10 暮らし自分流 下重 暁子 海竜社

11
文字が大きくて見やすい短くてもきちんと伝わる手紙
・はがき・一筆箋

川崎 キヌ子 日本文芸社

12 広島電鉄殺人事件 西村 京太郎 新潮社

13 特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー カズオ　イシグロ 早川書房

14 週一回の作りおき漬けおきレシピ 検見崎 聡美 青春出版社

15 賃貸でもここまでできるDIY 番匠 智香子 主婦の友インフォス

16 紙パンダ! 大原 まゆみ 日貿出版社

17 頭に来てもアホとは戦うな! 田村 耕太郎 朝日新聞出版

18 死の島 小池 真理子 文藝春秋

19 かちがらす 植松 三十里 小学館

20 「太陽の塔」岡本太郎と7人の男(サムライ)たち 平野 暁臣 青春出版社

所蔵館     ：菱刈図書館　資料区分　:一般



21 面白くて眠れなくなる宗教学 中村 圭志 PHPエディターズ・グループ

22 認知症になった家族との暮らしかた 認知症の人と家族の会 ナツメ社

23 図解でわかる退職マニュアル 島田 弘樹 ぱる出版

24 サピエンス全史　下 ユヴァル　ノア　ハラリ 河出書房新社

25 サピエンス全史　上 ユヴァル　ノア　ハラリ 河出書房新社

26 パパ入門ガイド ファザーリング　ジャパン 池田書店

27 病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい「制度」と「お金」脇 美由紀 ビジネス教育出版社

28 お悩み別オトナ女子のための漢方手帖 蔭山 充 主婦の友インフォス

29 ワクワク!かわいい!キャラクターお弁当 宮崎 真美 ブティック社

30 虚談 京極 夏彦 KADOKAWA

31 履歴書・職歴書と添付手紙の書き方　19年版 福沢 恵子 成美堂出版

32 着物の日のボブ&ショートアレンジ 鈴木 富美子 世界文化社

33 ディア・ペイシェント 南 杏子 幻冬舎

34 最先端治療大腸がん 国立がん研究センター中央病院消化管内科 法研

35 明治乙女物語 滝沢 志郎 文藝春秋

36 七色結び 神田 茜 光文社

37 ポリ袋で作ろう!餃子、めん、パンを 荻野 恭子 文化学園文化出版局

38 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋

39 初めて作るかわいい練りきり和菓子 川嶋 紀子 産業編集センター

40 完パケ! 額賀 澪 講談社

41 樽とタタン 中島 京子 新潮社

42 枕女王 新堂 冬樹 河出書房新社



43 はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀 有子 主婦の友社

44 現役院長達が教えるイマドキの犬の飼い方 ペットの健康を守る会有志 ブイツーソリューション

45 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー 尾形 圭子 西東社

46 修羅の都 伊東 潤 文藝春秋

47 今日からはじめるドール服LESSON 関口 妙子 宝島社

48 クローゼット 千早 茜 新潮社

49 浅見光彦と七人の探偵たち 内田 康夫 論創社

50 コンタミ 伊与原 新 講談社

51 痛い靴がラクに歩ける靴になる 西村 泰紀 主婦の友社

52 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる!はじめての針しごと 平野 孝子 日東書院本社

53 湖畔の愛 町田 康 新潮社

54 フェルトで作るかわいい和のお飾り ブティック社

55 恨みっこなしの老後 橋田 壽賀子 新潮社

56 パリのすてきなおじさん 金井 真紀 柏書房

57 私はあなたの記憶のなかに 角田 光代 小学館

58 企画展だけじゃもったいない日本の美術館めぐり 浦島 茂世 G.B.

59 おかげさまで、注文の多い笹餅屋です 桑田 ミサオ 小学館

60 ふたり 高山 文彦 講談社

61 はじめてでも安心!幸せに暮らす猫の飼い方 山本 宗伸 ナツメ社

62 窓から見える最初のもの 村木 美涼 早川書房

63 火定 澤田 瞳子 PHP研究所

64 隣のずこずこ 柿村 将彦 新潮社



65 シニアのひざの痛み 池内 昌彦 NHK出版

66 わかって下さい 藤田 宜永 新潮社

67 花びら供養 石牟礼 道子 平凡社

68 花のいのち 瀬戸内 寂聴 講談社

69 美女は天下の回りもの 林 真理子 マガジンハウス

70 本のエンドロール 安藤 祐介 講談社

71 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子 講談社

72 長く高い壁 浅田 次郎 KADOKAWA

73 農家が教えるドリンク・ジュース・スムージー 農文協 農山漁村文化協会

74 国家がなぜ家族に干渉するのか 本田 由紀 青弓社

75 育てて楽しむウメ百科 三輪 正幸 家の光協会

76 悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山 七里 講談社

77 額を紡ぐひと 谷 瑞恵 新潮社

78 心が伝わるお礼の手紙・はがききちんとマナーハンドブック 杉本 祐子 主婦の友社

79 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

80 いっさいはん minchi 岩崎書店

81 小学生のことがまるごとわかるキーワード55 小野寺 敦子 金子書房

82 戦争体験を「語り」・「継ぐ」 大石 学 学研プラス

83 ねこでんしゃ 山口 マオ 交通新聞社

84 ぼくはなんでもできるもん いとう みく ポプラ社

85 熊とにんげん ライナー　チムニク 徳間書店

所蔵館     ：菱刈図書館　資料区分　:児童



86 くまがまく 丸山 誠司 絵本館

87 はりねずみのルーチカ りんごとれるかな? 北見 葉胡 講談社

88 邪馬台戦記 東郷 隆 静山社

89 おおきくなったらきみはなんになる? 藤本 ともひこ 講談社

90 しばはま 野村 たかあき 教育画劇

91 ブルドッグたんていときえたほし 谷口 智則 文溪堂

92 イースターのたまごの木 キャサリン　ミルハウス 徳間書店

93 13歳からの手帳活用術 小澤 淳 メイツ出版

94 さよならともだち 内田 麟太郎 偕成社

95 おもいで星がかがやくとき 刀根 里衣 NHK出版

96 子どもにウケる将棋超入門 創元社編集部 創元社

97 みんなのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

98 かぜビューン tupera tupera 学研プラス

99 悪ガキ7 宗田 理 静山社

100 モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉 幸子 小峰書店

101 保健室の午後 赤川 次郎 汐文社

102 母ぐま子ぐま 椋 鳩十 理論社

103 ほうまんの池のカッパ 椋 鳩十 BL出版

104 あかちゃん新社長がやってきた マーラ　フレイジー 講談社

105 学校プールのヤゴのなぞ 星 輝行 少年写真新聞社

106 おすしのずかん 大森 裕子 白泉社

107 川のむこうの図書館 池田 ゆみる さ・え・ら書房



108 アガサ・クリスティー 瑞樹 奈穂 ポプラ社

109 やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ なかや みわ 白泉社

110 もしぼくが本だったら ジョゼ　ジョルジェ　レトリア KTC中央出版

111 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 メイツ出版

112 王さまになった羊飼い 松瀬 七織 福音館書店

113 はるのごほうび 内田 麟太郎 鈴木出版

114 4ミリ同盟 高楼 方子 福音館書店

115 西郷どん!まるごと絵本 東川 隆太郎 燦燦舎

116 ＥＳＳＥ （株）扶桑社

117 Saita セブン＆アイ出版

118 婦人公論 中央公論社

119 すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版

120 婦人公論 中央公論社

121 TJカゴシマ

122 婦人公論 中央公論社

123 趣味の園芸 日本放送出版協会

124 すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版

125 オレンジページ ㈱オレンジページ

126 趣味の園芸 日本放送出版協会

127 CHANTO 主婦と生活社

128 オレンジページ ㈱オレンジページ

129 ウィズ 講談社

所蔵館     ：菱刈図書館　資料区分　:雑誌


