
資料名 著者名 出版者

1 ドッグレース 木内 一裕 講談社

2 漂砂の塔 大沢 在昌 集英社

3 農家が教える野菜づくりのコツと裏ワザ 農文協 農山漁村文化協会

4 えんぎもんフェルト 緒方 伶香 誠文堂新光社

5 使える!スポーツ手話ハンドブック
『スポーツ関連用語集』
編集委員会集

全日本ろうあ連盟

6 TAS特別師弟捜査員 中山 七里 集英社

7 影ぞ恋しき 葉室 麟 文藝春秋

8 わかる!できる!新・おやこ手話じてん 全国早期支援研究協議会 東邦出版

9 マリコ、うまくいくよ 益田 ミリ 新潮社

10 SLAM DUNK　13 井上 雄彦 集英社

11 おしえて出口さん! 出口 治明 ウェッジ

12 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社 ポプラ社

13 くらべる日本 おかべ たかし 東京書籍

14
天使が住みたい冷蔵庫・悪魔が住んじゃう
冷蔵庫

番場 智子 主婦の友インフォス

15 インジョーカー 深町 秋生 幻冬舎

16 あぁ、くたびれた。 高峰 秀子 河出書房新社

17 親に作って届けたい、つくりおき 林 幸子 大和書房

18
このとおりにやれば必ずキレイに写せる子
ども写真の撮り方

椎名 トモミ 日本実業出版社

19 手作りのポップアップカードBOOK 鈴木 孝美 ブティック社

20 ひとりサイズで、気ままに暮らす 阿部 絢子 大和書房

21
はじめてでもおいしく作れるフライパン煮
物

河野 雅子 家の光協会
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22 矢上教授の「十二支考」 森谷 明子 祥伝社

23 SLAM DUNK　10 井上 雄彦 集英社

24 スポーツ観戦手帳 東京書籍書籍編集部 東京書籍

25
超・図解身近にあふれる「科学」が3時間
でわかる本

左巻 健男著 明日香出版社

26 神田松之丞講談入門 神田 松之丞 河出書房新社

27 恐い間取り 松原 タニシ 二見書房

28 ほんとうはこわい植物図鑑 小林 正明 大泉書店

29 名もなき王国 倉数 茂 ポプラ社

30 シンドローム　上 真山 仁 講談社

31 大人は泣かないと思っていた 寺地 はるな 集英社

32 SLAM DUNK　7 井上 雄彦 集英社

33 SLAM DUNK　8 井上 雄彦 集英社

34 どんな災害でもイヌといっしょ 徳田 竜之介 小学館クリエイティブ

35 シンドローム 下 真山 仁 講談社

36 SLAM DUNK　9 井上 雄彦 集英社

37 骨を弔う 宇佐美 まこと 小学館

38 SLAM DUNK 14 井上 雄彦 集英社

39 愛なき世界 三浦 しをん 中央公論新社

40
身近な人が障害をもったときの手続きのす
べて

鈴木 四季 自由国民社

41 対岸の家事 朱野 帰子 講談社

42
「あ～めんどくさい!」と思った時に読むマ
マ友の距離感

西東 桂子 青春出版社

43 楽しく学べる!ポーチの教室 日本ヴォーグ社

44 ナトセンおすすめYA映画館 名取 弘文 子どもの未来社



45 地球星人 村田 沙耶香 新潮社

46 SLAM DUNK 11 井上 雄彦 集英社

47
見たまま書くだけ!宣伝・貼り紙・注意書き
6カ国語文例集

看板　掲示板研究会 新星出版社

48 ひとつむぎの手 知念 実希人 新潮社

49 大奥づとめ 永井 紗耶子 新潮社

50
もう悩まない!葬儀・仏事・お墓ズバリ!解
決アンサー

大野屋テレホンセンター 二見書房

51 くらべてわかるオノマトペ 小野 正弘 東洋館出版社

52 大人のための恐竜教室 真鍋 真 ウェッジ

53 不道徳お母さん講座 堀越 英美 河出書房新社

54 到達不能極 斉藤 詠一 講談社

55 信長の原理 垣根 涼介 KADOKAWA

56
L.M.モンゴメリの「赤毛のアン」クック
ブック

ケイト　マクドナルド 原書房

57 新カドタ式生ごみでカンタン土づくり 門田 幸代 学研プラス

58 片づけ・収納・掃除・洗濯の教科書 エクスナレッジ

59 TEN 楡 周平 小学館

60 怪異十三 三津田 信三 原書房

61 全国2954峠を歩く 中川 健一 内外出版社

62 心に風が吹いてくる青春文学アンソロジー 高山 実佐 三省堂

63 鳥居の密室 島田 荘司 新潮社

64 はしからはしまで 梶 よう子 新潮社

65 SLAM DUNK 12 井上 雄彦 集英社

66 ゼロトレ 石村 友見 サンマーク出版

67 七つの試練 石田 衣良 文藝春秋



68 ねずみくんのうんどうかい なかえ よしを ポプラ社

69 空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和氣 晃司 彩流社

70 3分後にゾッとする話 並木 伸一郎 理論社

71 すきま地蔵 室井 滋 白泉社

72 モンスター・ホテルでハロウィン 柏葉 幸子 小峰書店

73 5分後に切ないラスト エブリスタ 河出書房新社

74 いっしょにかえろう ハイロ　ブイトラゴ 岩崎書店

75 ローズさん 澤井 美穂 フレーベル館

76 目でみる水面下の図鑑 こどもくらぶ 東京書籍

77 なにはこんでるの? スズキ サトル ほるぷ出版

78 親子でまなぶたのしい考古学 山岸 良二 同成社

79
みんなが知りたい!「世界のふしぎ」がわか
る本

カルチャーランド メイツ出版

80 ねこの町の本屋さん 小手鞠 るい 講談社

81 ぼくがスカートをはく日 エイミ　ポロンスキー 学研プラス

82 にゅうしちゃん minchi 岩崎書店

83 どんぐりむらのいちねんかん なかや みわ 学研プラス

84 森のとしょかんのひみつ 小手鞠 るい 金の星社

85 ごみじゃない! minchi PHP研究所

86 ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 市川 宣子 講談社

87 ショベルくんとあおいはな ヨーゼフ　クフラー 学研プラス

88 めんたべよう! 小西 英子 福音館書店

89 おうさまがかえってくる100びょうまえ! 柏原 佳世子 えほんの杜
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90 ヒロシマをのこす 佐藤 真澄 汐文社

91 きりみ 長嶋 祐成 河出書房新社

92 もうどう犬べぇべ セアまり ほるぷ出版

93 おいも! 石津 ちひろ 小峰書店

94 なまえをつけて 谷川 俊太郎 講談社

95 おしごとおしごとなににする? なとり ちづ 福音館書店

96 アチチの小鬼 岡田 淳 偕成社

97 10代に語る平成史 後藤 謙次 岩波書店

98 あいことばは名探偵 杉山 亮 偕成社

99 暗号の大研究 伊藤 正史 PHP研究所

100 NEWウォーリーのふしぎなたび
マーティン ハンド
フォード

フレーベル館

101 ぼくは恐竜探険家! 小林 快次 講談社

資料名 著者名 出版者

102 ＥＳＳＥ 2018年10月号 （株）扶桑社

103 CHANTO 2018年10月号 主婦と生活社

104 オレンジページ 2018年9/17号 ㈱オレンジページ

105 ウィズ 2018年10月号 講談社

106 婦人公論 2018年9/11号 中央公論社

107 オレンジページ 2018年10/2号 ㈱オレンジページ

108 婦人公論 2018年9/25号 中央公論社

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


