
資料名 著者名 出版者

1
東京オリンピックのボランティアになりた
い人が読む本

西川 千春 イカロス出版

2 罪びとの手 天祢 涼 KADOKAWA

3 徳川おてんば姫 井手 久美子 東京キララ社

4 隣り近所のトラブル解決Q&A 荒井総合法律事務所 法学書院

5 鹿と日本人 田中 淳夫 築地書館

6
学校図書館で役立つレファレンス・テク
ニック

齊藤 誠一 少年写真新聞社

7 ミステリなふたり あなたにお茶と音楽を 太田 忠司 東京創元社

8
きちんと知りたい!ドローンメカニズムの基
礎知識

鈴木 真二 日刊工業新聞社

9 テクニックと戦術で勝つ!陸上競技リレー 星野 晃志 メイツ出版

10 おひとりさまの死後事務委任 島田 雄左 税務経理協会

11 LD<学習障害>のある子を理解して育てる本 竹田 契一 学研プラス

12 るるぶ福岡　''19 JTBパブリッシング

13
絵本のなかを旅するようなかわいい世界の
村

MdN編集部
エムディエヌコーポレー
ション

14 家族がよろこぶダンボール工作 pika 日本ヴォーグ社

15 届け出だけでもらえるお金 井戸 美枝 プレジデント社

16 うちの子、安全だいじょうぶ? 宮田 美恵子 新読書社

17
その症状、すぐ病院に行くべき?行く必要
なし?

山中 克郎 CCCメディアハウス

18 軍艦島池島長崎世界遺産の旅 黒沢 永紀 筑摩書房

19 マサカの時代 五木 寛之 新潮社

20 きらいになれない害虫図鑑 有吉 立 幻冬舎

21 感情の問題地図 関屋 裕希 技術評論社

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



22 日本懐かし団地大全 照井 啓太 辰巳出版

23 遺伝するがん・しないがん 仲田 洋美 法研

24
いちばんわかりやすい相続・贈与の本
''18～'19年版

曽根 恵子 成美堂出版

25 今すぐ食べたい!すごい缶詰150 イカロス出版

26 襲来　上 帚木 蓬生 講談社

27 鏡の背面 篠田 節子 集英社

28 悪玉伝 朝井 まかて KADOKAWA

29 咳をしても一人と一匹 群 ようこ KADOKAWA

30 はり絵折り紙12か月 朝日 勇 日貿出版社

31 スケルトン・キー 道尾 秀介 KADOKAWA

32 ばぁば、93歳。暮らしと料理の遺言 鈴木 登紀子 主婦と生活社

33 十三階の神(メシア) 吉川 英梨 双葉社

34 るるぶ大阪　''19 JTBパブリッシング

35 るるぶ九州ベスト　''19 JTBパブリッシング

36 七〇歳年下の君たちへ 五木 寛之 新潮社

37 女性の「定年後」 香山 リカ 大和書房

38 思春期の女の子が親に求めていること 中野 日出美 大和出版

39 ツキマトウ 真梨 幸子 KADOKAWA

40 日傘を差す女 伊集院 静 文藝春秋

41 任俠浴場 今野 敏 中央公論新社

42 ホーキング、最後に語る
スティーヴン　W.ホー
キング

早川書房

43 村上春樹の100曲 栗原 裕一郎 立東舎

44 沖縄オバァの小さな偽証 友井 羊 光文社



45 も～っとずぼらヨガ 崎田 ミナ 飛鳥新社

46 ようこそ、読書のアニマシオンへ 種村 エイ子 南方新社

47 神社とお寺おいしいお詣りスイーツ 大浦 春堂 講談社

48
「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわ
かる本

谷口 英喜 日本医療企画

49 星をつなぐ手 村山 早紀 PHP研究所

50 54字の物語 氏田 雄介 PHP研究所

51 東へ 久須木 偈丹
幻冬舎メディアコンサル
ティング

52
人気キャラクターのちょこっとメモ折り紙
あそび

いしばし なおこ ブティック社

53 音叉 高見澤 俊彦 文藝春秋

54 コウケンテツのおやつめし　2 コウ ケンテツ クレヨンハウス

55 コウケンテツのおやつめし　1 コウ ケンテツ クレヨンハウス

56 やっぱ志ん生だな! ビートたけし フィルムアート社

57 方言でたのしむイソップ物語 イソップ 平凡社

58 すぐ死ぬんだから 内館 牧子 講談社

59 襲来　下 帚木 蓬生 講談社

60 母のあしおと 神田 茜 集英社

61 静かに、ねぇ、静かに 本谷 有希子 講談社

62 青少年のための小説入門 久保寺 健彦 集英社

63 翼竜館の宝石商人 高野 史緒 講談社

64 蝶のゆくへ 葉室 麟 集英社

65 ふたりぐらし 桜木 紫乃 新潮社

66 キャンドル教本 マエダ サチコ 誠文堂新光社

67 1枚仕立てのはおりもの 日本ヴォーグ社



68 HAPPYハロウィン ポット編集部 チャイルド本社

69 雲に消えしを 佐山 利子 文藝春秋企画出版部

70 るるぶ五島列島奄美 JTBパブリッシング

71 ブロードキャスト 湊 かなえ KADOKAWA

72 生まれたときからせつない動物図鑑 ブルック　バーカー ダイヤモンド社

73 人生を豊かにするスマホとの付き合い方 石川 結貴 花伝社

74 冷たい檻 伊岡 瞬 中央公論新社

75 歪んだ波紋 塩田 武士 講談社

76
人生百年時代の「こころ」と「体」の整え
方

五木 寛之 PHP研究所

77 思春期の男の子が親に求めていること 中野 日出美 大和出版

78
すぐに役立つ入門図解最新交通事故の法律
とトラブル解決マニュアル

木島 康雄 三修社

79
青春18きっぷパーフェクトガイド
2018-2019

谷崎 竜 イカロス出版

80 ホテルに学ぶ図書館接遇 加納 尚樹 青弓社

81 誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書 清泉 亮 東洋経済新報社

82 かけるだけ、あえるだけ醬(ジャン)の本 ワタナベ マキ 家の光協会

83 皮膚の病気 清 佳浩 主婦の友社

資料名 著者名 出版者

84 ジュニア楽典 山下 薫子 音楽之友社

85 からっぽマヨネーズ ねじめ 正一 鈴木出版

86 話したくなるオリンピックの歴史 コンデックス情報研究所 清水書院

87 シカクさん マック　バーネット クレヨンハウス

88 たのしくことばが身につく!なぞなぞ1000 高橋 啓恵 池田書店

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：児童



89 いちばんたのしい!なぞなぞ大集合 小野寺 ぴりり紳 高橋書店

90 わたしの森に アーサー　ビナード くもん出版

91 まほうつかい いしかわ こうじ 偕成社

92 ねこはまいにちいそがしい ジョー　ウィリアムソン 徳間書店

93 くまモン 森 真理 小学館

94 だんごたべたいおつきさま すとう あさえ ほるぷ出版

95 ちびまる子ちゃんの分数・小数 福嶋 淳史 集英社

96 へんなともだちマンホーくん 村上 しいこ 講談社

97 こだぬきコロッケ ななもり さちこ こぐま社

98 でんでらの 柳田 国男 汐文社

99 親子でできるおいしい料理実験
ジョディ　ウィーラー
トッペン

日経ナショナルジオグラ
フィック社

100 でんじろう先生のわくわく科学実験 米村 でんじろう 日東書院本社

101 南西の風やや強く 吉野 万理子 あすなろ書房

102 小平奈緒 甲斐 毅彦 汐文社

103 君だけのシネマ 高田 由紀子 PHP研究所

104 きゅうきゅうしゃのぴーとくん 正高 もとこ 岩崎書店

105
ジュラシック・ワールド炎の王国 恐竜サバ
イバル図鑑

デイヴィッド　リューマ
ン

KADOKAWA

106 いいまちがいちゃん のぶみ WAVE出版

107 昔話法廷　'Season3
NHK Eテレ「昔話法
廷」制作班

金の星社

108 すなのたね シビル　ドラクロワ 講談社

109 ミカちゃんのひだりて 中川 洋典 ひかりのくに

110 LOVE
マット　デ　ラ　ペー
ニャ

評論社

111 伊賀のキャベ丸 川端 誠 BL出版



112 まいごのたまご アレックス　ラティマー KADOKAWA

113 龍にたずねよ みなと 菫 講談社

114 ごろりんたまねぎ いわさ ゆうこ 童心社

115 おりがみでごっこあそび いしかわ まりこ 主婦の友社

116 シンデレラのねずみ 斉藤 洋 偕成社

117 ブリタニカ科学まんが図鑑恐竜 小林 快次 ナツメ社

118 わけあって絶滅しました。 丸山 貴史 ダイヤモンド社

119
こわいけどおもしろい!日本の妖怪ひみつ
100

学研プラス

120 本屋さんのルビねこ 野中 柊 理論社

121 メアリー・アニング 北神 諒 ポプラ社

122 くるっ 森 あさ子 ポプラ社

123
「びっくり!」から「なぜ?」を学ぶ小学生
の理科実験

北原 淳 池田書店

124 かいけつゾロリのドラゴンたいじ　2 原 ゆたか ポプラ社

125 やりすぎ恐竜図鑑 小林 快次 宝島社

126 恐竜トリケラトプスとスピノぼうや 黒川 みつひろ 小峰書店

127 おばけのかくれんぼべんとう 木坂 涼 教育画劇

128 すいかのプール アンニョン　タル 岩波書店

129 きょうがはじまる ジュリー　モースタッド BL出版

130 スタンリーとちいさな火星人 サイモン　ジェームズ あすなろ書房

131 ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくん 薫 くみこ ひさかたチャイルド

132 おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ こんだ あきこ 小学館

133 サラとピンキー たからじまへ行く 富安 陽子 講談社

134 ふるふるフルーツ ひがし なおこ 学研教育みらい



135 未来のミライ 細田 守 KADOKAWA

136 5分後に恋の結末 橘 つばさ 学研プラス

137 シャンシャンと上野動物園パンダ物語 高橋 うらら フレーベル館

138 秘密基地のつくりかた教えます 那須 正幹 ポプラ社

139 古事記 斉藤 洋 講談社

140 ソフィーとちいさなおともだち
パット　ジトロー　ミ
ラー

光村教育図書

141 あーん!はがぬけない くすのき しげのり アリス館

142 ぼんやきゅう 指田 和 ポプラ社

143 もっと知りたい!楽しいトランプ CLトランプマイスター メイツ出版

資料名 著者名 出版者

144 オレンジページ　2018年9/2号 ㈱オレンジページ

145 CHANTO　2018年9月号 主婦と生活社

146 TJカゴシマ　2018年9月号

147 ＥＳＳＥ　2018年9月号 （株）扶桑社

148 趣味の園芸　2018年9月号 日本放送出版協会

149 すてきにハンドメイド　2018年9月号 ＮＨＫ出版

150 オレンジページ　2018年8/17号 ㈱オレンジページ

151 婦人公論　2018年8/10号 中央公論社

152 婦人公論　2018年8/28号 中央公論社

153 ウィズ　2018年9月号 講談社

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


