
資料名 著者名 出版者

1 戒名探偵卒塔婆くん 高殿 円 KADOKAWA

2 草々不一 朝井 まかて 講談社

3 雨上がり月霞む夜 西條 奈加 中央公論新社

4 ふんわり、しっとり至福の米粉スイーツ 今井 ようこ 家の光協会

5 クックパッドのおいしい厳選!お菓子レシピ クックパッド株式会社 新星出版社

6
ペットボトルキャップで作るかわいいこも
の

ブティック社

7 このゴミは収集できません 滝沢 秀一 白夜書房

8
東京ディズニーシー完全ガイド　2019-
2020

講談社 講談社

9 不意撃ち 辻原 登 河出書房新社

10 日日是好日 森下 典子 飛鳥新社

11 大人のパンツ 日本ヴォーグ社

12 自衛隊防災BOOK マガジンハウス集 マガジンハウス

13 人間狩り 犬塚 理人 KADOKAWA

14 味噌汁専門店のおかず味噌汁100 美噌元 世界文化社

15 うちの台所道具 ワタナベ マキ 主婦と生活社

16 日本史 文書・書物の秘密 山田 勝 水王舎

17 栞子さんの本棚　2 江戸川 乱歩 KADOKAWA

18 こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保 裕一 文藝春秋

19 高血圧の毎日ごはん 佐藤 直樹 女子栄養大学出版部

20 筆ペンで書くお店のゆる文字 宇田川 一美 誠文堂新光社

21 グレイヘアの美しい人 主婦の友社

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



22 血の雫 相場 英雄 新潮社

23 「違うこと」をしないこと 吉本 ばなな KADOKAWA

24 ゴンちゃん、またね。 ビートたけし 文藝春秋

25 東京輪舞(ロンド) 月村 了衛 小学館

26 人さらい 翔田 寛 小学館

27 死神刑事(デカ) 大倉 崇裕 幻冬舎

28 任務の終わり　上 スティーヴン　キング 文藝春秋

29 死ぬこと以外かすり傷 箕輪 厚介 マガジンハウス

30 女子のための「手に職」図鑑 華井 由利奈 光文社

31 別れの霊祠 輪渡 颯介 講談社

32 まんぷく　上 福田 靖 NHK出版

33 ブラタモリ　14
NHK「ブラタモリ」制
作班

KADOKAWA

34 西郷どん　完結編 NHK出版

35 宮部みゆき全一冊 宮部 みゆき 新潮社

36 熱帯 森見 登美彦 文藝春秋

37 14歳、明日の時間割 鈴木 るりか 小学館

38 いつか深い穴に落ちるまで 山野辺 太郎 河出書房新社

39 はんぷくするもの 日上 秀之 河出書房新社

40 「その後」のゲゲゲの女房 武良 布枝 辰巳出版

41 ママが楽になる絵本レシピ31 景山 聖子 小学館

42 “介護後”うつ 安藤 和津 光文社

43 神社のどうぶつ図鑑 茂木 貞純 二見書房

44 先生、ちょっと人生相談いいですか? 瀬戸内 寂聴 集英社インターナショナル



45 NHK出版からだのための食材大全 池上 文雄 NHK出版

46
夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリ
させる本

大崎 美生 日本実業出版社

47 血管を守る250のQ&A事典
「きょうの健康」番組制
作班

主婦と生活社

48 救済 長岡 弘樹 講談社

49 プランクトンハンドブック　淡水編 中山 剛 文一総合出版

50 働き方の問題地図 沢渡 あまね 技術評論社

51 藤田浩子の紙とえんぴつでおはなし 藤田 浩子著 一声社

52
中学生・高校生の仕事ガイド　2019-
2020年版

進路情報研究会 桐書房

53
大人のおしゃれに、ほしいもの　18-'19
秋冬

主婦と生活社

54 野菜のおいしい冷凍・解凍 鈴木 徹 毎日新聞出版

55 市場をゆく イカロス出版

56 和文様の編み込みミトン&手袋 日本ヴォーグ社

57 るるぶ鹿児島　19 JTBパブリッシング

58
りんご、レモン、いちご、栗のお菓子と料
理

有元 葉子 文化学園文化出版局

59
ステキを作る60代からのソーイング
vol.2

ブティック社

60
人は「のど」から老いる「のど」から若返
る

福島 英 講談社

61 SLAM DUNK　17 井上 雄彦 集英社

62 SLAM DUNK　18 井上 雄彦 集英社

63 本屋の新井 新井 見枝香 講談社

64 黄泉坂案内人　[4条目] 仁木 英之 KADOKAWA

65 思い出が消えないうちに 川口 俊和 サンマーク出版

66 松本-鹿児島殺人連鎖 梓 林太郎 徳間書店

67 白いジオラマ 堂場 瞬一 中央公論新社



68 そこにいるのに 似鳥 鶏 河出書房新社

69 108 松尾 スズキ 講談社

70 認知症対策の新常識 鈴木 宏幸 日東書院本社

71 ヘアゴム1本でできる「まとめ髪」便利帳 HAIR 宝島社

72 知って得する!おうちの数学 松川 文弥 翔泳社

73 SLAM DUNK　19 井上 雄彦 集英社

74 ごはんのきほん 有元 葉子 SBクリエイティブ

75 私はあなたの瞳の林檎 舞城 王太郎 講談社

76 稼げる!農家の手書きPOP&ラベルづくり 石川 伊津 農山漁村文化協会

77 子連れ離婚を考えたときに読む本 新川 てるえ 日本実業出版社

78 亥年のゆる文字年賀状 宇田川 一美 誠文堂新光社

79
気軽に楽しめるかわいい折り紙アクセサ
リー

宮本 眞理子 池田書店

80 働く女性に贈る27通の手紙 小手鞠 るい 産業編集センター

81 常設展示室 原田 マハ 新潮社

82 叙述トリック短編集 似鳥 鶏 講談社

83 二十五年後の読書 乙川 優三郎 新潮社

84 みんなのどんぐり帽 日本文芸社 日本文芸社

85 任務の終わり　下 スティーヴン　キング 文藝春秋

86 ほぼ100円飯 リュウジ KADOKAWA

87 ビブリア古書堂の事件手帖 三上 延 KADOKAWA

88 鹿児島県・沖縄県の山 川野 秀也 山と溪谷社

89 ダンデライオン 中田 永一 小学館

90 野の春 宮本 輝 新潮社



91 エリザベスの友達 村田 喜代子 新潮社

92 月 辺見 庸 KADOKAWA

93 猫がいなけりゃ息もできない 村山 由佳 ホーム社

資料名 著者名 出版者

94 ぱんだがころんで… 得田 之久 童心社

95
いしばしなおこかんたん!こどもの折り紙あ
そび

いしばし なおこ ブティック社

96 まじょ子とステキなおひめさまドレス 藤 真知子 ポプラ社

97 天皇と元号の大研究 高森 明勅 PHP研究所

98 どんどんばしわたれ こばやし えみこ こぐま社

99 ぼくのばしょなのに 刀根 里衣 NHK出版

100 かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全 原 ゆたか ポプラ社

101 イニエスタ
マッツ　オールドフィー
ルド

KADOKAWA

102 NEWウォーリーハリウッドへいく
マーティン ハンド
フォード

フレーベル館

103 ぜったいぜったいあけちゃダメッ!! アンディ　リー 永岡書店

104 だんめんず 加古 里子 福音館書店

105 れいぞうこのおくのおく うえだ しげこ 教育画劇

106 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　10 廣嶋 玲子 偕成社

107 5分後に癒されるラスト エブリスタ 河出書房新社

108 5分後に皮肉などんでん返し エブリスタ 河出書房新社

109 車夫　2 いとう みく 小峰書店

110 まじょのナニーさん　2 藤 真知子 ポプラ社

111 オーロラの国の子どもたち イングリ　ドーレア 福音館書店

112 野生のロボット ピーター　ブラウン 福音館書店

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：児童



113 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　2 クリス　コルファー 平凡社

114 みけねえちゃんにいうてみな 村上 しいこ 理論社

115 101ぴきのダルメシアン ドディ　スミス 光村教育図書

116 楽しいオーケストラ図鑑
東京フィルハーモニー交
響楽団

小学館

117 図工室の日曜日 村上 しいこ 講談社

118 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　1 クリス　コルファー 平凡社

119 クリスマスツリーをかざろう パトリシア　トート BL出版

120 入学準備の図鑑 無藤 隆 学研プラス

121 おおきくなったの すとう あさえ ほるぷ出版

122 ハチごはん 横塚 眞己人 ほるぷ出版

123 テルミのめいろ 田中 喜代司 小学館

124 5回で折れる季節と行事のおりがみ　4 いしかわ まりこ 汐文社

125 クリスマスだよ、デイビッド! デイビッド　シャノン 評論社

126 メリークリスマス R.B.ウィルソン BL出版

127 魔女が相棒?ねぐせのヤマネ姫 柏葉 幸子 理論社

128 トンネルの向こうに マイケル　モーパーゴ 小学館

129 これがオリンピックだ 舛本 直文 講談社

130 いじめているきみへ 春名 風花 朝日新聞出版

131 クリスマスの女の子 ルーマー　ゴッデン 徳間書店

132 この世界の片隅に こうの 史代 双葉社

133 メガネくんとハダシくん 二見 正直 偕成社

134 ジャングルのサバイバル　10 洪 在徹 朝日新聞出版

135 戦争なんか大きらい! 子どもの本　九条の会 大月書店



136 おべんとうたべたいな 坂本 千明え 岩崎書店

137 ぎりぎりの本屋さん まはら 三桃 講談社

138 はたらきママとほいくえんちゃん のぶみ WAVE出版

139 そらはあおくて シャーロット　ゾロトウ あすなろ書房

140 それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ 白泉社

141 まぼろしえほん 井上 洋介 鈴木出版

142 たこ 加古 里子 福音館書店

143 どこがながいかわかる? みやにし たつや 金の星社

144 星のひとみ せな けいこ KADOKAWA

145 車夫　3 いとう みく 小峰書店

146 転校生は忍者?! もとした いづみ 佼成出版社

147 オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

148 まじょのナニーさん　4 藤 真知子 ポプラ社

149 まじょのナニーさん　3 藤 真知子 ポプラ社

150 おばあちゃんのわすれもの 森山 京 のら書店

151 車夫　1 いとう みく 小峰書店

152
謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま
Recipe1

田村 理江 国土社

153 100年たったら 石井 睦美 アリス館

154 チキンライスがいく。 はらぺこめがね あかね書房



資料名 著者名 出版者

155 ＥＳＳＥ 2018年12月号 （株）扶桑社

156 CHANTO 2018年12月号 主婦と生活社

157 オレンジページ 2018年11/17号 ㈱オレンジページ

158 すてきにハンドメイド 2018年12月号 ＮＨＫ出版

159 婦人公論 2018年11/27号 中央公論社

160 TJカゴシマ 2018年12月号

161 オレンジページ 2018年12/2号 ㈱オレンジページ

162 趣味の園芸 2018年12月号 日本放送出版協会

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：雑誌


