
資料名 著者名 出版者

1 花歌は、うたう 小路 幸也 河出書房新社

2 西郷どんとよばれた男 原口 泉 NHK出版

3 注文をまちがえる料理店 小国 士朗 あさ出版

4 日本茶のさわやかスイーツ 本間 節子 世界文化社

5 非正規クライシス 北川 慧一 朝日新聞出版

6 大獄 葉室 麟 文藝春秋

7 痴漢冤罪 新堂 冬樹 祥伝社

8 原寸で楽しむ美しい貝図鑑&採集ガイド 池田 等 実業之日本社

9 実践事例でわかる獣害対策の新提案 農業共済新聞　編集 家の光協会

10 西郷どんの言葉 齋藤 孝 ビジネス社

11 農業のマーケティング教科書 岩崎 邦彦 日本経済新聞出版社

12 現代用語の基礎知識  2018 自由国民社　編集 自由国民社

13 かるい生活 群 ようこ 朝日新聞出版

14 60代シンプル・シックな暮らし方 石黒 智子 SBクリエイティブ

15 組長の妻、はじめます。 廣末 登 新潮社

16 有機野菜ビックリ教室 東山 広幸 農山漁村文化協会

17 これから始まる自動運転社会はどうなる!? 森口 将之 秀和システム

18 クリスマスを探偵と 伊坂 幸太郎 河出書房新社

19 みそ汁はおかずです 瀬尾 幸子 学研プラス

20 オペレーションZ 真山 仁 新潮社

21 地方に生きる若者たち 石井 まこと　編集 旬報社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 売上が伸びる手書きPOP 井口 裕子 かんき出版

23 トコトンやさしい小売・流通の本 鈴木 邦成 日刊工業新聞社

24 司法書士一発合格法 田端 恵子 すばる舎

25 忘れる女、忘れられる女 酒井 順子 講談社

26 ギネス世界記録 2018
クレイグ　グレンディ
編集

角川アスキー総合研究所

27 中学校の地理が1冊でしっかりわかる本 宮路 秀作 かんき出版

28 わくわくアイデア絵手紙 岡本 サヨ子 日貿出版社

29 狩猟生活 VOL.2(2017) 地球丸

30 DIYでピザ窯を作る本 学研プラス

31 決戦!賤ケ岳 木下 昌輝 講談社

32 狭心症・心筋梗塞 三田村 秀雄　監修 講談社

33 呉漢　上 宮城谷 昌光 中央公論新社

34 呉漢　下 宮城谷 昌光 中央公論新社

35 月夜の散歩 角田 光代 オレンジページ

36 キラキラ共和国 小川 糸 幻冬舎

37 はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤 たかみ 文藝春秋

38 サイレントマザー 石川 瞭子 青弓社

39 人間タワー 朝比奈 あすか 文藝春秋

40 銀杏手ならい 西條 奈加 祥伝社

41
大人の語彙力が面白いほど身につく本
'[LEVEL1]

話題の達人倶楽部　編集 青春出版社

42 太陽と乙女 森見 登美彦 新潮社

43 カネと共に去りぬ 久坂部 羊 新潮社

44 図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田 武士　監修 家の光協会



45 ノーマンズランド 誉田 哲也 光文社

46 ミ・ト・ン 小川 糸 白泉社

47 ランチ酒 原田 ひ香 祥伝社

48
同一労働同一賃金で、給料の上がる人・下
がる人

山口 俊一 中央経済社

49 活きる力 稲盛 和夫 プレジデント社

50
身近な人が元気なうちに話しておきたいお
金のこと介護のこと

井戸 美枝 東洋経済新報社

51 最新契約のしくみとルール 梅原 ゆかり　監修 三修社

52 物語と歩いてきた道 上橋 菜穂子 偕成社

53 たゆたえども沈まず 原田 マハ 幻冬舎

54 孤軍 笹本 稜平 双葉社

55 火定 澤田 瞳子 PHP研究所

56 ヴェネツィア便り 北村 薫 新潮社

57 おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子 河出書房新社

58 エビ・カニの疑問50 日本甲殻類学会　編集 成山堂書店

59 駐在日記 小路 幸也 中央公論新社

60
60歳までに知っておきたい金融マーケッ
トのしくみ

三井住友信託銀行マー
ケット企画部

NHK出版

61 ひとつの野菜で作る常備菜 庄司 いずみ 世界文化社

62 奔流恐るるにたらず 逢坂 剛 講談社

63
女の子のことばかり考えていたら、1年が
経っていた。

東山 彰良 講談社

64 デッド・オア・アライブ 楡 周平 光文社

65 久米宏です。 久米 宏 世界文化クリエイティブ

66 アメリカ暴力の世紀 ジョン　W.ダワー 岩波書店

67 ドレス 藤野 可織 河出書房新社



68 ばっちゃん 伊集院 要 扶桑社

69 東芝の悲劇 大鹿 靖明 幻冬舎

70
心と体を蝕む「ネット依存」から子どもた
ちをどう守るのか

樋口 進　監修 ミネルヴァ書房

71 秀吉の活 木下 昌輝 幻冬舎

72 インフルエンス 近藤 史恵 文藝春秋

73 彼方の友へ 伊吹 有喜 実業之日本社

74 西郷どん!　前編 林 真理子 KADOKAWA

75 西郷どん!　後編 林 真理子 KADOKAWA

76 ねこ町駅前商店街日々便り 柴田 よしき 祥伝社

77 最新ミサイルがよ～くわかる本 井上 孝司 秀和システム

78 逃亡刑事 中山 七里 PHP研究所

79 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽 亮 双葉社

80 さくら、うるわし 長野 まゆみ KADOKAWA

資料名 著者名 出版者

81 いそげ!きゅうきゅうしゃ 竹下 文子 偕成社

82 魔法医トリシアの冒険カルテ　4 南房 秀久 学研プラス

83 ねこの町のダリオ写真館 小手鞠 るい 講談社

84 図書館にいたユニコーン マイケル　モーパーゴ 徳間書店

85 ビークル ダン　サンタット ほるぷ出版

86 昔話法廷　'Season2
NHK Eテレ「昔話法
廷」制作班 編集

金の星社

87 山田県立山田小学校　3 山田 マチ あかね書房

88 山田県立山田小学校　4 山田 マチ あかね書房

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：児童



89 ルルとララのハロウィン あんびる やすこ 岩崎書店

90 ブルちゃんは二十五ばんめの友だち 最上 一平 新日本出版社

91 またまたさんせーい! 宮西 達也 フレーベル館

92 知ってる?陸上競技 朝原 宣治 ベースボール・マガジン社

93 どうぶつえん 藤田 伸 マルジュ社

94 ぼく、ママとけっこんする! のぶみ 講談社

95 あいたくてあいたくて みやにし たつや 女子パウロ会

96 カランポーのオオカミ王 ウィリアム　グリル 岩波書店

97 サラとピンキー ヒマラヤへ行く 富安 陽子 講談社

98 ゆめはまんが家! 小林 深雪 講談社

99 「あかつき」一番星のなぞにせまれ! 山下 美樹 文溪堂

100 まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわ ちひろ 偕成社

101 どうぶつマンションにようこそ 二宮 由紀子 文研出版

102 ちびのミイとおかしなこづつみ トーベ　ヤンソン 徳間書店

103
10歳から読める・わかるいちばんやさし
い日本国憲法

南野 森　監修 東京書店

104 しあわせ いもと ようこ 講談社

105 青空トランペット 吉野 万理子 学研プラス

106 うみのうんどうかい いとう とりこ チャイルド本社

107 ひとりでえほんかいました くすのき しげのり アリス館

108 ルラルさんのだいくしごと いとう ひろし ポプラ社

109 四重奏(カルテット)デイズ 横田 明子 岩崎書店

110 じょやのかね とうごう なりさ 福音館書店

111 絵物語古事記 富安 陽子 偕成社



112 パイロットのたまご 吉野 万理子 講談社

113 とてもとてもサーカスなフロラ ジャック　センダック 集英社

114 たかいたかーい オームラ トモコ フレーベル館

115 なーらんだ 三浦 太郎 こぐま社

116 手ぶくろを買いに/ごんぎつね 新美 南吉 学研プラス

117 魔法医トリシアの冒険カルテ　3 南房 秀久 学研プラス

118 ドレミファどうぶつコンサート 二宮 由紀子 文研出版

119 あしたヒーローになれる!ドッジボール 吉田 隼也　監修 集英社

120 世界の国ぐに 小学館

121 仏像なんでも事典 大谷 徹奘　監修 理論社

122 さあ、なげますよ 角野 栄子 文溪堂

123 鳥獣戯画を読みとく 五味 文彦　監修 岩崎書店

124
はじめてのしんかんせん&でんしゃだいず
かん

マシマ　レイルウェイ
ピクチャーズ　監修

交通新聞社

125 貨物船のはなし 柳原 良平 福音館書店

126 わたしの 三浦 太郎 こぐま社

127 おちばであそぼう ひさかたチャイルド

128 ツトムとネコのひのようじん にしかわ おさむ 小峰書店

129 オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

130 数え方のえほん 高野 紀子 あすなろ書房

131 柔道整復師の一日
WILLこども知育研究所
編集

保育社

132 なずずこのっぺ? カーソン　エリス フレーベル館

133 モノレールのたび みねお みつ 福音館書店

134 てんこうせいはワニだった! おの りえん こぐま社



資料名 著者名 出版者

135 きょうの料理　2017年12月号 日本放送出版協会

136 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2017年12月号 ベネッセコーポレーション

137 趣味の園芸　2017年12月号 日本放送出版協会

138 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年11月9日 文藝春秋

139 壮快　2018年1月号 マキノ

140 婦人公論　2017年11月28日 中央公論社

141 ゴルフダイジェスト　2018年1月号 ゴルフダイジェスト社

142 ＭＯＲＥ　2017年12月号 集英社

143 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年11月23日 文藝春秋

144 現代農業　2017年12月号 農山漁村文化協会

145
ＥＳＳＥ　2017年12月  2018年1月合
併号

（株）扶桑社

資料名 著者名 出版者

1 人間タワー 朝比奈 あすか 文藝春秋

2 花歌は、うたう 小路 幸也 河出書房新社

3
「きょうの料理」くらべて選べるわが家の
味

NHK出版

4 クリスマスを探偵と 伊坂 幸太郎 河出書房新社

5 忘れる女、忘れられる女 酒井 順子 講談社

6 オペレーションZ 真山 仁 新潮社

7 さよなら、田中さん 鈴木 るりか 小学館

8 西郷どん!　後編 林 真理子 KADOKAWA

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



9 西郷どん!　前編 林 真理子 KADOKAWA

10 笑顔のママと僕と息子の973日間 清水 健 小学館

11 アナログ ビートたけし 新潮社

12 こぽこぽ、珈琲 阿川 佐和子 河出書房新社

13 消人屋敷の殺人 深木 章子 新潮社

14 ミルク日記 チーム　ミルクジャパン ポプラ社

15 さくら、うるわし 長野 まゆみ KADOKAWA

16
図書館からのメッセージ@Dr.ルイスの
“本”のひととき

内野 安彦 郵研社

17 白い久遠 浅野 里沙子 東京創元社

18 凶獣 石原 慎太郎 幻冬舎

19
それ!獣医学のスペシャリストに聞いてみよ
う!

日本獣医学会　編集 学窓社

20 友情 山中 伸弥 講談社

21 飛田和緒のおうち鍋 飛田 和緒 世界文化社

22 ヴェネツィア便り 北村 薫 新潮社

23 呉漢　下 宮城谷 昌光 中央公論新社

24 太陽ときみの声 川端 裕人 朝日学生新聞社

25 呉漢　上 宮城谷 昌光 中央公論新社

26 百貨の魔法 村山 早紀 ポプラ社

27 はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤 たかみ 文藝春秋

28 おもしろ張り子 前田 ビバリー グラフィック社

29 教場　0 長岡 弘樹 小学館

30 欺きの童霊 輪渡 颯介 講談社

31 肉弾 河崎 秋子 KADOKAWA



32 サラリーマン大喜利 水野 敬也 文響社

33 〆切本　2 左右社編集部　編 左右社

34 一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田 桃紅 幻冬舎

35 きっと嫌われてしまうのに 松久 淳 双葉社

36 食材3つで簡単ごちそう小鍋 ワタナベ マキ 宝島社

37 悪い夏 染井 為人 KADOKAWA

38 ファインダーズ・キーパーズ　下 スティーヴン　キング 文藝春秋

39 ファインダーズ・キーパーズ　上 スティーヴン　キング 文藝春秋

40 ジゼル 秋吉 理香子 小学館

41 脱!SNSのトラブル 佐藤 佳弘 武蔵野大学出版会

42 ヤギ飼いになる ヤギ好き編集部　編集 誠文堂新光社

43 ニッポンのおみくじ 鏑木 麻矢 グラフィック社

44 四国八十八カ所ゆとりの旅 実業之日本社

45 かんきつ類 三輪 正幸 NHK出版

46 日本のすごい味 平松 洋子 新潮社

47 日の名残り カズオ　イシグロ 早川書房

48 夫の後始末 曽野 綾子 講談社

49 しょせん幸せなんて、自己申告。 綾小路 きみまろ 朝日新聞出版

50
中学生・高校生の仕事ガイド　2018-
2019年版

進路情報研究会　編集 桐書房

51 おとな女子のセルフ健康診断 内山 明好　監修 G.B.

52 保育・子育て絵本の住所録 舟橋 斉 三学出版

53 わろてんか　上 吉田 智子 NHK出版

54
図解よくわかる住宅火災の消火・避難・防
火

小林 恭一 日刊工業新聞社



55 はじめての今さら聞けないPDF入門 桑名 由美 秀和システム

56 戦の国 冲方 丁 講談社

57 鶏小説集 坂木 司 KADOKAWA

58
100年後も見たい動物園で会える絶滅危惧
動物

日経ナショナルジオグラ
フィック社

59 みさと町立図書館分館 高森 美由紀 産業編集センター

60 オブリヴィオン 遠田 潤子 光文社

61 70歳からの筋トレ&ストレッチ 大渕 修一 法研

62 るるぶ鹿児島'18 JTBパブリッシング

63 中学生プロ棋士列伝 洋泉社

64 元号 山本 博文 悟空出版

65 アゲハの公約 三萩 せんや 河出書房新社

66 ふたご 藤崎 彩織 文藝春秋

67 失恋バスは謎だらけ 森沢 明夫 双葉社

68 おんな城主直虎　4 森下 佳子 NHK出版

69 大獄 葉室 麟 文藝春秋

70 西郷隆盛その生涯 不破 俊輔 明日香出版社

71 おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子 河出書房新社

72 日本人なら、一度は見ておきたい国宝 枻出版社

73 B' 朝日新聞出版

74 ドレス 藤野 可織 河出書房新社

75 あたらしい一汁三菜 上田 淳子 文化学園文化出版局

76
人前で「あがらない人」と「あがる人」の
習慣

鳥谷 朝代 明日香出版社

77 かわいいポケット折り紙 藤本 祐子 日貿出版社



78 育てたい花がたくさん見つかる図鑑1000 主婦の友社　編集 主婦の友社

79 十二支読本 稲田 義行 創元社

80 いも・くり・かぼちゃのスイーツ 信太 康代 ブティック社

81 藤田浩子のハンカチでおはなし 藤田 浩子 一声社

資料名 著者名 出版者

82 とてもとてもサーカスなフロラ ジャック　センダック 集英社

83 じょやのかね とうごう なりさ 福音館書店

84 ねこの町のダリオ写真館 小手鞠 るい 講談社

85 カランポーのオオカミ王 ウィリアム　グリル 岩波書店

86 わかったさんのこんがりおやつ 寺村 輝夫 あかね書房

87 いそげ!きゅうきゅうしゃ 竹下 文子 偕成社

88 ビークル ダン　サンタット ほるぷ出版

89 Still stuck Shinsuke Yoshitake
Abrams Books for
Young Readers

90 どうぶつマンションにようこそ 二宮 由紀子 文研出版

91 わかったさんのひんやりスイーツ 寺村 輝夫 あかね書房

92 貝の火 宮沢 賢治 三起商行

93 としょかんへぴょん!ぴょん!ぴょん! アニー　シルヴェストロ 絵本塾出版

94 クリスマス・キャロル チャールズ　ディケンズ 光村教育図書

95 ざしき童子(ぼっこ)のはなし 宮沢 賢治 三起商行

96 まるごとキッズマジック大集合BOOK 藤原 邦恭 いかだ社

97 ジャック・オー・ランド 山崎 貴 ポプラ社

98 ツトムとネコのひのようじん にしかわ おさむ 小峰書店

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



99 サラとピンキー ヒマラヤへ行く 富安 陽子 講談社

100 図書館を心から愛した男 アンドリュー　ラーセン 六耀社

101 昔話法廷　Season2
NHK Eテレ「昔話法
廷」制作班　編集

金の星社

102 ちびのミイとおかしなこづつみ トーベ　ヤンソン 徳間書店

103 ひとりでえほんかいました くすのき しげのり アリス館

104 おんなじおんなじももんちゃん とよた かずひこ 童心社

105 街角には物語が… 高楼 方子 偕成社

106 四重奏(カルテット)デイズ 横田 明子 岩崎書店

107 パイロットのたまご 吉野 万理子 講談社

108 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　7 廣嶋 玲子 偕成社

109 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　8 廣嶋 玲子 偕成社

110 図書館にいたユニコーン マイケル　モーパーゴ 徳間書店

111 動物と話せる少女リリアーネ　12 タニヤ　シュテーブナー 学研プラス

112 青空トランペット 吉野 万理子 学研プラス

113 たかいたかーい オームラ トモコ フレーベル館

114
はじめてのしんかんせん&でんしゃだいず
かん

マシマ　レイルウェイ
ピクチャーズ　監修

交通新聞社

115 わかったさんのふんわりケーキ 寺村 輝夫 あかね書房

116 どこ? 山形 明美 講談社

117 かわいいおとうさん 山崎 ナオコーラ こぐま社

118 What happens next? Shinsuke Yoshitake Thames & Hudson

119 Can I build another me? Shinsuke Yoshitake Thames & Hudson



120 It might be an apple Shinsuke Yoshitake Thames & Hudson

121 60秒のきせき レズリア　ニューマン 評論社

資料名 著者名 出版者

122
ＥＳＳＥ　2017年12月  2018年1月合
併号

（株）扶桑社

123 ウィズ　2017年12月号 講談社

124 オレンジページ　2017年11/17号 ㈱オレンジページ

125 CHANTO　2017年12月号 主婦と生活社

126 婦人公論　2017年11/28号 中央公論社

127 すてきにハンドメイド　2017年12月号 ＮＨＫ出版

128 趣味の園芸　2017年12月号 日本放送出版協会

129 TJカゴシマ　2017年12月号

130 オレンジページ　2017年12/2号 ㈱オレンジページ

131 Saita　2017年12月号 セブン＆アイ出版

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


