
資料名 著者名 出版者

1 かごしま  家づくりの本  '18春 TJカゴシマ 斯文堂株式会社出版事業部

2 生きていくあなたへ 日野原 重明 幻冬舎

3 故郷忘じがたく候 司馬  遼太郎 文芸春秋

4 ミミズの謎 柴田 康平 誠文堂新光社

5 大きな字でわかりやすいワード&エクセル AYURA 技術評論社

6 るるぶ温泉&宿九州 2017 JTBパブリッシング

7 るるぶ北陸金沢 2018 JTBパブリッシング

8
九州食料・農業・農村情勢報告  平成28年
度

農林水産省 九州農政局

9 暮らしに寄り添う手作りのかっぽう着 ブティック社

10
図解中学・高校6年間の英語をこの1冊で
ざっと復習する

稲田 一 KADOKAWA

11 花になるらん 玉岡 かおる 新潮社

12 手がかりは「平林」 愛川 晶 原書房

13 宅配クライシス 日本経済新聞社　編 日本経済新聞出版社

14 砂上 桜木 紫乃 KADOKAWA

15 告白 三島 由紀夫 講談社

16 シングル女性の貧困 小杉 礼子 明石書店

17 武士マチムラ 今野 敏 集英社

18 見た目レシピいかがですか? 椰月 美智子 PHP研究所

19 守教　上 帚木 蓬生 新潮社

20 守教 下 帚木 蓬生 新潮社

21 西郷の首 伊東 潤 KADOKAWA

22 検証働き方改革 日本経済新聞社　編集 日本経済新聞出版社

23 高架線 滝口 悠生 講談社

24 千夜と一夜の物語 仁木 英之 文藝春秋

25 図解でわかる!お仕事のWord 朝岳 健二 秀和システム

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



26 大学病院の奈落 高梨 ゆき子 講談社

27
実例でわかる介護老人保健施設利用の手引
き

水野 耕作 法研

28 社会保障クライシス 山田 謙次 東洋経済新報社

29 酒が仇と思えども 中島 要 祥伝社

30 月たった2万円のふたりごはん 奥田 けい 幻冬舎

31 フクシマ発再生可能エネルギーの最前線 久慈 力 批評社

32 忙しい人のための「ついでレシピ」 笠原 将弘 家の光協会

33 機龍警察狼眼殺手 月村 了衛 早川書房

34 エッグマン 辻 仁成 朝日新聞出版

35 踊る星座 青山 七恵 中央公論新社

36 すごい会話のタネ700 話題の達人倶楽部　編集 青春出版社

37 琥珀の夢　上 伊集院 静 集英社

38 琥珀の夢　下 伊集院 静 集英社

39 トップリーグ 相場 英雄 角川春樹事務所

40 蘇える鬼平犯科帳 池波 正太郎 文藝春秋

41 百貨の魔法 村山 早紀 ポプラ社

42 愛のかたち 岸 惠子 文藝春秋

43 革命のファンファーレ 西野 亮廣 幻冬舎

44 千の風になったあなたへ贈る手紙　第3章 新井 満　監修 朝日新聞出版

45 小さい林業で稼ぐコツ 農山漁村文化協会　編集 農山漁村文化協会

46 猫ヲ捜ス夢 小路 幸也 徳間書店

47 千の扉 柴崎 友香 中央公論新社

48 猫のボールペンイラスト ブティック社

49
イラストでわかる介護・福祉職のためのマ
ナーと接遇

関根 健夫 中央法規出版

50 ポーラースター　2 海堂 尊 文藝春秋

51 森へ行きましょう 川上 弘美 日本経済新聞出版社

52 藤井聡太 津江 章二 日本文芸社



53 16歳の語り部 雁部 那由多　語り部 ポプラ社

54 ひよっこ　下 岡田 惠和 NHK出版

55 双生児 折原 一 早川書房

56 冤罪犯 翔田 寛 KADOKAWA

57 シルバー川柳　7
全国有料老人ホーム協会
編集

ポプラ社

58 翔ぶ夢、生きる力 石坂 浩二 廣済堂出版

59 毒母ですが、なにか 山口 恵以子 新潮社

60 僕はロボットごしの君に恋をする 山田 悠介 河出書房新社

61 覆面作家 大沢 在昌 講談社

62 教場　0 長岡 弘樹 小学館

63 知っておいしい保存食事典 実業之日本社　編集 実業之日本社

64 母親に、死んで欲しい NHKスペシャル取材班 新潮社

65 ミステリークロック 貴志 祐介 KADOKAWA

66 吹上奇譚　第1話 吉本 ばなな 幻冬舎

67 アナログ ビートたけし 新潮社

68 るるぶ箱根熱海湯河原小田原　2017 JTBパブリッシング

69 脱ネット・スマホ中毒 遠藤 美季 誠文堂新光社

70 凶獣 石原 慎太郎 幻冬舎

71 糖尿病は先読みで防ぐ・治す 伊藤 裕　監修 講談社

72 波濤の城 五十嵐 貴久 祥伝社

73 わろてんか　上 吉田 智子 NHK出版

74 三世代探偵団 赤川 次郎 KADOKAWA

75 図解でわかる!お仕事のExcel 朝岳 健二 秀和システム

76
「教育費をどうしようかな」と思ったとき
にまず読む本

竹下 さくら 日本経済新聞出版社



資料名 著者名 出版者

77 からまっちゃんスパゲッティの宙返り
パトリシア　ライリー
ギフ

さ・え・ら書房

78 ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子 講談社

79 探検!世界の港 PHP研究所　編集 PHP研究所

80 唐木田さんち物語 いとう みく 毎日新聞出版

81 やもじろうとはりきち 降矢 なな 佼成出版社

82 発明家になった女の子マッティ
エミリー　アーノルド
マッカリー

光村教育図書

83 みんなそろって、はい、チーズ!
パトリシア　ライリー
ギフ

さ・え・ら書房

84 サンタちゃん ひこ　田中 講談社

85 泣けるいきもの図鑑 今泉 忠明　監修 学研プラス

86 お好み焼きのひにつ 望月  恭子 学研プラス

87 よくわかる障がい者スポーツ 藤田 紀昭　監修 PHP研究所

88 文様えほん 谷山 彩子 あすなろ書房

89 くるみのなかには たかお ゆうこ 講談社

90 クリスマスがちかづくと 斉藤 倫 福音館書店

91 X-01　2 あさの あつこ 講談社

92 薬が届くまでここが知りたい 清水めぐみ 文藝春秋

93 ぐるぐるまわろうぐるぐるでんしゃ 間瀬 なおかた ひさかたチャイルド

94
オニのサラリーマン しゅっちょうはつらい
よ

富安 陽子 福音館書店

95 ねこがおうちにやってきた! 山本 宗伸　監修 学研プラス

96 NEWタイムトラベラーウォーリーをおえ!
マーティン ハンド
フォード

フレーベル館

97 トリックアートハロウィーン 北岡 明佳　監修 あかね書房

98 ヒヒヒヒヒうまそう 宮西 達也 ポプラ社

99 3つのとんち 間所 ひさこ 学研プラス

100 トーストン 新井 洋行 アリス館

101 お静かに、父が昼寝しております 母袋 夏生　編訳 岩波書店

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：児童



102 知ってる?空手道 町田 直和 ベースボール・マガジン社

103 ビーおばさんとおでかけ
ダイアナ　ウィン
ジョーンズ

徳間書店

104 歯科衛生士の一日 WILLこども知育研究所 保育社

105 鉱物・宝石のひみつ 松原 聰　監修 岩崎書店

106 地震がおきたら 谷 敏行 BL出版

107 おさるのジョージバスケットボールをする M.レイ 岩波書店

108 キウイフルーツのひみつ おがたたかはる 学研プラス

109
あかつきもりのルピとルナ ハロウィーンの
おきゃくさま

みうら なお 国土社

110
えほんひつじのショーンをさがせ!プレミア
ム

アードマン　アニメー
ションズ

宝島社

111 つくえの下のとおい国 石井 睦美 講談社

112 こねてのばして ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

113 ウミガメものがたり 鈴木 まもる 童心社

114 にちようびは名探偵 杉山 亮 偕成社

115 おもちゃの迷路 香川 元太郎 PHP研究所

116 とうふやのかんこちゃん 吉田 道子 福音館書店

117 おさるのジョージほんやさんへいく M.レイ 岩波書店

118 はやくちことばでおでんもおんせん 川北 亮司 くもん出版

119 イスラム世界やさしいQ&A 岩永 尚子 講談社

120 妖怪一家のハロウィン 富安 陽子 理論社

121 まっすぐな地平線 森島 いずみ 偕成社

122 きのうえのおうちへようこそ!
ドロシア　ウォーレン
フォックス

偕成社

資料名 著者名 出版者

123 趣味の園芸　2017年11月号 日本放送出版協会

124 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年10月2日 文藝春秋

125 ＥＳＳＥ　2017年11月号 （株）扶桑社

126 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年10月26日 文藝春秋

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌



127 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2017年11月号 ベネッセコーポレーション

128 婦人公論　2017年10/24号 中央公論社

129 どうぎゃん　2017年9月号 どうぎゃん編集部

130 ゴルフダイジェスト　2017年11月号 ゴルフダイジェスト社

131 オ‐ル讀物　2017年10月号 文藝春秋

132 どうぎゃん　2017年10月号 どうぎゃん編集部

133 ＭＯＲＥ　2017年10月号 集英社

134 ＭＯＲＥ　2017年11月号 集英社

135 現代農業　2017年11月号 農山漁村文化協会

136 俳句界　2017年11月号 文学の森

137 武道　2017年10月号 (財)日本武道館

138 趣味の園芸　2017年10月号 日本放送出版協会

139 きょうの料理　2017年11月号 日本放送出版協会

140 婦人公論　2017年11月14日 中央公論社

141 ゴルフダイジェスト　2017年12月号 ゴルフダイジェスト社

142 どうぎゃん　2017年11月号 どうぎゃん編集部

143 婦人公論　2017年10月10日 中央公論社

144 オ‐ル讀物　2017年11月号 文藝春秋

145 壮快　2017年12月号 マキノ



資料名 著者名 出版者

1 西郷の首 伊東 潤 KADOKAWA

2 守教　下 帚木 蓬生 新潮社

3 守教　上 帚木 蓬生 新潮社

4 科学的だからおいしい!お弁当のコツ 水島 弘史 日本文芸社

5
アレンジで2倍楽しむわたしの好きな煮込
み料理

ワタナベ マキ 家の光協会

6 武士マチムラ 今野 敏 集英社

7 草笛物語 葉室 麟 祥伝社

8 花になるらん 玉岡 かおる 新潮社

9 千夜と一夜の物語 仁木 英之 文藝春秋

10 ひとつの野菜で作る常備菜 庄司 いずみ 世界文化社

11 こうやって、考える。 外山 滋比古 PHP研究所

12 僕には世界がふたつある ニール　シャスタマン 集英社

13 高架線 滝口 悠生 講談社

14 砂上 桜木 紫乃 KADOKAWA

15 毒母ですが、なにか 山口 恵以子 新潮社

16 久米宏です。 久米 宏 世界文化クリエイティブ

17 覆面作家 大沢 在昌 講談社

18 蘇える鬼平犯科帳 池波 正太郎 文藝春秋

19 愛のかたち 岸 惠子 文藝春秋

20 三世代探偵団 赤川 次郎 KADOKAWA

21 琥珀の夢　下 伊集院 静 集英社

22 琥珀の夢　上 伊集院 静 集英社

23 ポーラースター　[2] 海堂 尊 文藝春秋

24 花咲舞が黙ってない 池井戸 潤 中央公論新社

25 騙し絵の牙 塩田 武士 KADOKAWA

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



26 ティーバッグの包み紙でゆかいな折り紙 山口 真 PHP研究所

27 私たちの星で 梨木 香歩 岩波書店

28 雑穀をおいしく食べるRECIPE BOOK 田中 雅子　監修 朝日新聞出版

29 一坪でできる野菜づくり 北条 雅章　監修 ブティック社

30
Amazonのダンボールをリメイク!収納&イ
ンテリア雑貨

檜山 永次　監修 ブティック社

31 居酒屋・ビストロ・バルのおでん料理 旭屋出版編集部　編集 旭屋出版

32 千の扉 柴崎 友香 中央公論新社

33 踊る星座 青山 七恵 中央公論新社

34 小林カツ代の永久不滅レシピ101 小林 カツ代 主婦の友社

35 最新ミサイルがよ～くわかる本 井上 孝司 秀和システム

36 よくわかるストールの巻き方使い方 石田 純子　監修 主婦の友社

37 怒らず伝える技術 安藤 俊介　監修 ナツメ社

38 スープ日乗 辰巳 芳子 文藝春秋

39 どんな絵本を読んできた?
「この絵本が好き!」編
集部　編集

平凡社

40 西郷どんとよばれた男 原口 泉 NHK出版

41 ひよっこ　下 岡田 惠和 NHK出版

42 有楽斎の戦 天野 純希 講談社

43 戌年のゆる文字年賀状 宇田川 一美 誠文堂新光社

44
相手も自分も疲れないほんとうの気遣いの
コツ

三上 ナナエ 大和書房

45 つくってみたい茶席の和菓子十二か月 清 真知子 淡交社

46 星ちりばめたる旗 小手鞠 るい ポプラ社

47 僕はロボットごしの君に恋をする 山田 悠介 河出書房新社

48 神の涙 馳 星周 実業之日本社

49 ラーメンおいしくできるかな? 深蔵 イースト・プレス

50 7人の名探偵 綾辻 行人 講談社

51 暖かいのにおしゃれになれる 山本 あきこ ダイヤモンド社

52 ミステリークロック 貴志 祐介 KADOKAWA



53
梅沢富美男&東野幸治まんぷく農家メシ!
1

NHK「まんぷく農家メシ!」取
材班　編集 小学館クリエイティブ

54 しっかり見わけ観察を楽しむきのこ図鑑 中島 淳志 ナツメ社

55 あしたも、こはるびより。 つばた 英子 主婦と生活社

56 色の野菜の栄養事典 吉田 企世子　監修 エクスナレッジ

57 図書の修理とらの巻
書物の歴史と保存修復に
関する研究会　編集

澪標

資料名 著者名 出版者

58 NEWタイムトラベラーウォーリーをおえ!
マーティン ハンド
フォード

フレーベル館

59 よくわかるLGBT 藤井 ひろみ　監修 PHP研究所

60 あいたくてあいたくて みやにし たつや 女子パウロ会

61 光をくれた犬たち盲導犬の一生 今西 乃子 金の星社

62 アイスクリームが溶けてしまう前に 小沢健二と日米恐怖学会 福音館書店

63 やもじろうとはりきち 降矢 なな 佼成出版社

64 毒をもつ生き物たち 船山 信次　監修 PHP研究所

65 すっぱりめがね 藤村 賢志 教育画劇

66 生き物の体のしくみに学ぶテクノロジー 石田 秀輝　監修 PHP研究所

67 おやさいめしあがれ 視覚デザイン研究所 視覚デザイン研究所

68 ぼく、ママとけっこんする! のぶみ 講談社

69 考えよう!子どもの貧困 中嶋 哲彦　監修 PHP研究所

70 唐木田さんち物語 いとう みく 毎日新聞出版

71 トーストン 新井 洋行 アリス館

72 ヒヒヒヒヒうまそう 宮西 達也 ポプラ社

73 サンタちゃん ひこ　田中 講談社

74 おさるのジョージほんやさんへいく M.レイ 岩波書店

75 おさるのジョージバスケットボールをする M.レイ 岩波書店

76 おかしな?ハロウィン ザ　キャビンカンパニー ほるぷ出版

77 にちようびは名探偵 杉山 亮 偕成社

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



78 つくえの下のとおい国 石井 睦美 講談社

79 ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子 講談社

80 まるみつけた 大塚 いちお 福音館書店

81 しかくみつけた 大塚 いちお 福音館書店

82 まっすぐな地平線 森島 いずみ 偕成社

83 10分で読めるこわ～い落語 土門 トキオ 学研プラス

84 冬眠のひみつ 近藤 宣昭　監修 PHP研究所

85 くうきにんげん 綾辻 行人 岩崎書店

86 おしりフリフリ 中川 ひろたか ハッピーオウル社

87 かわいこちゃん 高畠 じゅん子 BL出版

88 おしりのねっこ 林 なつこ 教育画劇

89 世界のくるま図鑑2500
スタジオタッククリエイ
ティブ

90 クリスマスがちかづくと 斉藤 倫 福音館書店

91 きのうえのおうちへようこそ!
ドロシア　ウォーレン
フォックス

偕成社

92 発明家になった女の子マッティ
エミリー　アーノルド
マッカリー

光村教育図書

93 あらいぐまラスカル スターリング　ノース 徳間書店

94 こんやはてまきずし 五味 ヒロミ 岩崎書店

95 はやくちことばでおでんもおんせん 川北 亮司 くもん出版

96 だいぶつさまのうんどうかい 苅田 澄子 アリス館

97 パンツいっちょうめ 苅田 澄子 金の星社

98 しあわせ いもと ようこ 講談社

99 和食のえほん 江原 絢子　監修 PHP研究所

100 こねてのばして ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社



101 くるみのなかには たかお ゆうこ 講談社

102 さんかくみつけた 大塚 いちお 福音館書店

103 まほうのゆうびんポスト やまだ ともこ 金の星社

104
オニのサラリーマン しゅっちょうはつらい
よ

富安 陽子 福音館書店

105 ぜったいにおしちゃダメ? ビル　コッター サンクチュアリ出版

106 とうふやのかんこちゃん 吉田 道子 福音館書店

107 トリックアートハロウィーン 北岡 明佳　監修 あかね書房

108
かわいいゴキブリのおんなの子メイベルと
ゆめのケーキ

ケイティ　スペック 福音館書店

109 ビーおばさんとおでかけ
ダイアナ　ウィン
ジョーンズ

徳間書店

資料名 著者名 出版者

110 Saita　2017年11月号 セブン＆アイ出版

111 婦人公論　2017年10/24号 中央公論社

112 CHANTO　2017年11月号 主婦と生活社

113 ＥＳＳＥ　2017年11月号 （株）扶桑社

114 婦人公論　2017年10/10号 中央公論社

115 婦人公論　2017年11/14号 中央公論社

116 オレンジページ　2017年10/17号 ㈱オレンジページ

117 オレンジページ　2017年11/2号 ㈱オレンジページ

118 TJカゴシマ　2017年11月号

119 すてきにハンドメイド　2017年11月号 ＮＨＫ出版

120 趣味の園芸　2017年11月号 日本放送出版協会

121 趣味の園芸　2017年10月号 日本放送出版協会

122 すてきにハンドメイド　2017年10月号 ＮＨＫ出版

123 ウィズ　2017年11月号 講談社

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


