
資料名 著者名 出版者

1 豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知 淳 実業之日本社

2 紅のアンデッド 川瀬 七緒 講談社

3 バルス 楡 周平 講談社

4 つながりの蔵 椰月 美智子 KADOKAWA

5 ASK 新堂 冬樹 集英社

6 ののはな通信 三浦 しをん KADOKAWA

7 100歳まで元気に歩く!正しい歩き方 洋泉社

8
うまい!味が決まる!みそ・塩・しょうゆのシンプルおか
ず おいしい家庭おかずの会 家の光協会

9
誤嚥性肺炎が怖かったら「のど上げ体操」をしな
さい

浦長瀬 昌宏 時事通信出版局

10 砂の家 堂場 瞬一 KADOKAWA

11 キラキラ共和国 小川 糸 幻冬舎

12 ルポ地域再生 志子田 徹 イースト・プレス

13 瑕疵借り 松岡 圭祐 講談社

14
がんで余命ゼロと言われた夫の命を延ばす
台所

神尾 真木子 幻冬舎

15 事務ミスがない人の図解整理術 オダギリ 展子 三笠書房

16 あの夏、二人のルカ 誉田 哲也 KADOKAWA

17 ライザップ式2週間ダイエットレシピ RIZAP株式会社 日本文芸社

18 何も作りたくない日の爆ラク!のっけごはん 主婦の友社 主婦の友社

19 傍流の記者 本城 雅人 新潮社

20 野山の素材でかごを編む 谷川 栄子 講談社

21 人気の和食「麵・めん料理」大全 吉田 靖彦 旭屋出版

22 小さな暮らしのおすそわけ ミスミ ノリコ 主婦と生活社
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23 無限レシピ 大友 育美 ワニブックス

24 拝啓、本が売れません 額賀 澪 ベストセラーズ

25 旬を楽しむ梅しごと 山田 奈美 家の光協会

26 電話応対はこわくない! 松本 昌子 池田書店

27 あなたの文章が劇的に変わる5つの方法 尾藤 克之 三笠書房

28 鏡じかけの夢 秋吉 理香子 新潮社

29 佐野洋子の「なに食ってんだ」 佐野 洋子 NHK出版

30
自分で直せば断然お得!身のまわりの修理の教
科書

西沢 正和 PHP研究所

31 車いす犬ラッキー 小林 照幸 毎日新聞出版

32 千年の田んぼ 石井 里津子 旬報社

33 宿命 原 雄一 講談社

34 炎の来歴 小手鞠 新潮社

35 薬草のちから 新田 理恵 晶文社

36 さざなみのよる 木皿 泉 河出書房新社

37 元禄お犬姫 諸田 玲子 中央公論新社

38 10年後の仕事図鑑 堀江 貴文 SBクリエイティブ

39 自分で治す!腱鞘炎 高林 孝光 洋泉社

40 あやかし草紙 宮部 みゆき KADOKAWA

41 幕末・明治偉人たちの「定年後」 河合 敦 WAVE出版

42 グレイヘアという選択 主婦の友社 主婦の友社

43 リバウンドしない収納はどっち? 須藤 昌子 KADOKAWA

44
ここが変わった!改正介護保険サービス・し
くみ・利用料がわかる本

川村 匡由 自由国民社

45 日の出 佐川 光晴 集英社



46 独り舞 李 琴峰 講談社

47 アジサイ 川原田 邦彦 NHK出版

48 過去六年間を顧みて かこ さとし 偕成社

49 冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこ ようこ 主婦の友社

50 ナミダロイド ミシエル　カーラー 辰巳出版

資料名 著者名 出版者

51 とびますよ 内田 麟太郎 アリス館

52 レントゲン フカキ ショウコ ポプラ社

53 まんまるだあれ いまもり みつひこ アリス館

54 クニマスは生きていた! 池田 まき子 汐文社

55 ホイホイとフムフム
マージョリー　ワインマ
ン  シャーマット

ほるぷ出版

56 一〇五度 佐藤 まどか あすなろ書房

57 オオカミのお札　1 おおぎやなぎ ちか くもん出版

58 あのくもなあに? 富安 陽子 福音館書店

59 たるとたたんのくんくんぼうし ノーブスミー 出版ワークス

60 どう解く? やまざき ひろし ポプラ社

61 森のおくから レベッカ　ボンド ゴブリン書房

62 体育館の日曜日 村上 しいこ 講談社

63 おにいちゃんさんかんび くすのき しげのり 光村教育図書

64 いのちは贈りもの
フランシーヌ　クリスト
フ

岩崎書店

65 わたしがいどんだ戦い1939年
キンバリー　ブルベイカー
ブラッドリー

評論社

66 ふたごのカウボーイ
フローレンス　スロボドキ
ン

瑞雲舎
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67 ケンタウロスのポロス ロベルト　ピウミーニ 岩波書店

68 オオカミのお札　3 おおぎやなぎ ちか くもん出版

69 こんぴら狗 今井 恭子 くもん出版

70 クマと少年 あべ 弘士 ブロンズ新社

71 はりねずみのおいしゃさん ふくざわ ゆみこ 世界文化社

72 オオカミのお札　2 おおぎやなぎ ちか くもん出版

73 おうち 中川 ひろたか 金の星社

74 ようかいしりとり おくはら ゆめ こぐま社

75 たるとたたんのたいこまつり ノーブスミー 出版ワークス

76 ずっと ケイト　クライス WAVE出版

77 弱小FCのきせき マイケル　モーパーゴ 評論社

78 すごいね!みんなの通学路
ローズマリー　マカー
ニー

西村書店

79 はしれはるのゆきうさぎ 手島 圭三郎 絵本塾出版

80 じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版

81 ぼくとベルさん フィリップ　ロイ PHP研究所

82 レイナが島にやってきた! 長崎 夏海 理論社

83 きみ、なにがすき? はせがわ さとみ あかね書房

84 スサノオ 飯野 和好 パイインターナショナル

85 たなばたのねがいごと 村中 李衣 世界文化社

86 ルラルさんのだいくしごと いとう ひろし ポプラ社

87 釣りにいこうよ! 加藤 康一 講談社ビーシー

88 ちょうちょのためにドアをあけよう ルース　クラウス 岩波書店

89 ざんねんないきもの事典　続 今泉 忠明 高橋書店



90 ざんねんないきもの事典　正 今泉 忠明 高橋書店

91
自由研究もエコで楽しく!ペットボトル・牛
乳パックのかんたん工作

くるくるリサイクル工作研
究会

メイツ出版

92 ゲンちゃんはおサルじゃありません 阿部 夏丸 講談社

93 つくえはつくえ 五味 太郎 偕成社

94 ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル 水木 しげる 講談社

資料名 著者名 出版者

95 趣味の園芸　2018年6月号 日本放送出版協会

96 婦人公論　2018年6/12号 中央公論社

97 ＥＳＳＥ　2018年6月号 （株）扶桑社

98 TJカゴシマ　2018年6月号

99 Saita　2018年6月号 セブン＆アイ出版

100 オレンジページ　2018年6/2号 ㈱オレンジページ

101 婦人公論　2018年5/22号 中央公論社

102 オレンジページ　2018年5/28号 ㈱オレンジページ

103 ウィズ　2018年6月号 講談社

104 すてきにハンドメイド　2018年6月号 ＮＨＫ出版

105 CHANTO　2018年6月号 主婦と生活社

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


