
資料名 著者名 出版者

1 遺訓 佐藤 賢一 新潮社

2 探偵少女アリサの事件簿 2 東川 篤哉 幻冬舎

3 カーテンコール! 加納 朋子 新潮社

4 サハラの薔薇 下村 敦史 KADOKAWA

5 避けられたかもしれない戦争 ジャン=マリー　ゲーノ 東洋経済新報社

6 おんな城主直虎 '完結編 NHK出版

7 掃除の解剖図鑑
日本ハウスクリーニング
協会

エクスナレッジ

8 婚約迷走中 群 ようこ 角川春樹事務所

9 牛天神 山本 一力 文藝春秋

10 ジェネリック ジェレミー　A.グリーン みすず書房

11 生の肯定 町田 康 毎日新聞出版

12 ろう者の祈り 中島 隆 朝日新聞出版

13 天帝のみはるかす桜火 古野 まほろ 講談社

14
最新医療費の仕組みと基本がよ～くわかる
本

伊藤 哲雄 秀和システム

15 会社の“終活”読本 内藤 博 日刊工業新聞社

16 食材3つで簡単ごちそう小鍋 ワタナベ マキ 宝島社

17 超一流のクレーム対応 谷 厚志 日本実業出版社

18 日本の神様解剖図鑑 平藤 喜久子 エクスナレッジ

19
東京ディズニーランド&シー裏技ガイド
2018

クロロ 廣済堂出版

20 空気中に浮遊する放射性物質の疑問25 日本エアロゾル学会 成山堂書店

21 子どもと楽しむ日本びっくり雑学500 西東社編集部 編集 西東社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 『そらまめ通信』の腎臓病ごはん 腎臓サポート協会　監修 女子栄養大学出版部

23 西郷どんと薩摩藩物語 産業編集センター

24
30代夫婦が建てたナチュラルで子育てし
やすい家

主婦と生活社

25
生涯一度は行きたい春夏秋冬の絶景駅100
選

越 信行 山と溪谷社

26 <水俣病>事件の61年 富樫 貞夫 弦書房

27 素描(デッサン)からはじめよう アラン　ピカード グラフィック社

28 素敵に着こなすきものリメイク セブン&アイ出版

29 牧野富太郎
コロナ　ブックス編集部
編集

平凡社

30
最新放送業界の動向とカラクリがよくわか
る本

中野 明 秀和システム

31 働き方の問題地図 沢渡 あまね 技術評論社

32 風神の手 道尾 秀介 朝日新聞出版

33 噓 村山 由佳 新潮社

34 竹林精舎 玄侑 宗久 朝日新聞出版

35 天翔ける 葉室 麟 KADOKAWA

36 農家が教えるもち百珍 農文協　編集 農山漁村文化協会

37 生き方入門 致知出版社

38
すっきりわかるユニバーサル・スタジオ・
ジャパン最強MAP&攻略ワザ 　2018年
版

扶桑社

39 西郷どん 前編 NHK出版

40 英龍伝 佐々木 譲 毎日新聞出版

41 駄犬道中おかげ参り 土橋 章宏 小学館

42 発酵生地の焼き菓子レシピ 吉永 麻衣子 マイナビ出版

43 万屋大悟のマシュマロな事件簿 太田 忠司 ポプラ社

44 コーヒーはぼくの杖 岩野 響 三才ブックス



45 知っておきたい選挙制度の基礎知識
明るい選挙推進協会　監
修

国政情報センター

46 スマホでかんたん確定申告 村井 隆紘 技術評論社

47
最高のチームに変わる「仕組み」のつくり
方

石田 淳 実業之日本社

48 父子(おやこ)ゆえ 梶 よう子 角川春樹事務所

49 身辺整理、わたしのやり方 曽野 綾子 興陽館

50 月食館の朝と夜 柄刀 一 講談社

51 おばあちゃんとおやつ 産業編集センター　編集 産業編集センター

52 ハリケーン 高嶋 哲夫 幻冬舎

53 蒼き山嶺 馳 星周 光文社

54
Q&A発達障害・うつ・ハラスメントの労務
対応

布施 直春 中央経済社

55 わかる!使える!溶接入門 安田 克彦 日刊工業新聞社

56 イラストで丸わかり!日本の名城 洋泉社

57 るるぶ福井　2018 JTBパブリッシング

58 ねこ検定　中級・上級編
神保町にゃんこ堂 プロ
デュース

廣済堂出版

59 鹿児島県統計年鑑  平成28年 鹿児島県企画部統計課 鹿児島県

60 シニアの糖尿病 荒木 厚 監修 NHK出版

61 カズオ・イシグロ読本 別冊宝島編集部 編集 宝島社

62 Dの遺言 柴田 哲孝 祥伝社

63 わたしは10歳、本を知らずに育ったの。
シャンティ国際ボラン
ティア会　編集

合同出版

64 海外旅行のスマホ術　2018最新版 日経BP社

65 RDG 荻原 規子 KADOKAWA

66 広辞苑 新村 出　編集 岩波書店

67 おかずレパートリー胃・十二指腸潰瘍 宮崎 招久　病態監修 女子栄養大学出版部



68 伊勢神宮と出雲大社 枻出版社

69 小さな家の間取り解剖図鑑 本間 至 エクスナレッジ

70 夜更けの川に落葉は流れて 西村 賢太 講談社

71 海馬の尻尾 荻原 浩 光文社

72 自分でできる&人に着せる着付け 石田 節子　監修 世界文化社

73 NHKガッテン!なるほど新スゴ技
NHK科学　環境番組部
編集

NHK出版

74 ガーデンリフォーム百科 ブティック社

75
極太の糸、Tシャツヤーンでざくざく編む
おしゃれバッグ

辰巳出版

76 ヨーロッパ刺しゅう教室 オノエ メグミ アップルミンツ

77 常識は凡人のもの 藤原 正彦 新潮社

78 九十八歳になった私 橋本 治 講談社

79 おりがみパズル 大原 まゆみ 日本ヴォーグ社

80 江戸開城 海音寺 潮五郎 新潮社

81 江戸開城 海音寺 潮五郎 新潮社

82 西郷と大久保 海音寺 潮五郎 新潮社

83 西郷と大久保 海音寺 潮五郎 新潮社



資料名 著者名 出版者

84 なないろランドのたからもの 井上 林子 講談社

85 発明対決　10 ゴムドリco. 朝日新聞出版

86 最後のオオカミ マイケル　モーパーゴ 文研出版

87 せかいいちまじめなレストラン たしろ ちさと ほるぷ出版

88 伊藤博文 季武 嘉也　監修 小学館

89 あさがくるまえに ジョイス　シドマン 岩波書店

90 3歳のえほん百科 講談社

91 実験対決　25 洪 鐘賢 朝日新聞出版

92 実験対決　26 洪 鐘賢 朝日新聞出版

93 あかちゃんパンダ
しゅう もうき　しゃし
ん

樹立社

94 レモンの図書室 ジョー　コットリル 小学館

95 へそとりごろべえ 赤羽 末吉 童心社

96 にゃんにゃん せな けいこ 福音館書店

97 わたしのおひっこし イヴ　バンティング 光村教育図書

98 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 マガジンハウス

99 がちょうのたんじょうび 新美 南吉 金の星社

100 動物たちは、お医者さん! アンジー　トリウス 河出書房新社

101 うちゅうはきみのすぐそばに いわや けいすけ 福音館書店

102 からだ事件簿 坂井 建雄　監修 ダイヤモンド社

103 知ってる?ソフトテニス 川並 久美子 ベースボール・マガジン社

104 オレ、カエルやめるや デヴ　ペティ マイクロマガジン社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：児童



105 だるまちゃんとかまどんちゃん 加古 里子 福音館書店

106 おじいちゃん 梅田 俊作 ポプラ社

107 なんでやねーん! 安田 夏菜 講談社

108 ビジュアル大相撲図鑑 服部 祐兒　監修 汐文社



109 大根はエライ 久住 昌之 福音館書店

110 知里幸恵とアイヌ ひきの 真二　まんが 小学館

111 さるとびすすけ 愛とお金とゴキZのまき みやにし たつや ほるぷ出版

112 あけましてのごあいさつ すとう あさえ ほるぷ出版

113 すみれちゃんのお片づけ12カ月 渡辺 ゆき 岩崎書店

114 うんだらか うだすぽん いぬい あきと NHK出版

115 森から海へ さとう ひろし 文芸社

116 いっせーのばあ 新井 洋行 KADOKAWA

117 ぼくらの山の学校 八束 澄子 PHP研究所

118 さよなら、おばけ団地 藤重 ヒカル 福音館書店

119 キズナキス 梨屋 アリエ 静山社

120 4歳のえほん百科 講談社

121 乗りもの 種山 雅夫　監修 講談社

122 ひょうたんめん 神沢 利子 復刊ドットコム

123
頭のいい子が育つ英語のうたハッピークリ
スマスソング

村松 美映子　英語監修 新星出版社

124 ねんねのうた えがしら みちこ 講談社

125 だるまちゃんとキジムナちゃん 加古 里子 福音館書店

126 だるまちゃんとはやたちゃん 加古 里子 福音館書店

127 ぼく、仮面ライダーになる!　ビルド編 のぶみ 講談社

128 ジュニア空想科学読本　10 柳田 理科雄 KADOKAWA

129 ジュニア空想科学読本　11 柳田 理科雄 KADOKAWA

130 ジュニア空想科学読本　12 柳田 理科雄 KADOKAWA

131 種子島ロケット打ち上げ 濱 美由紀 小学館



132 ふれあいしぜん図鑑　春 横山 洋子　監修 学研プラス

133
NEWウォーリーをさがせ!きえた名画だい
そうさく!

マーティン ハンド
フォード

フレーベル館

134 空想科学学園　突撃!人のからだ編 柳田 理科雄　監修 KADOKAWA

135 じてんしゃのれるかな 平田 利之 あかね書房



136 笑い猫の5分間怪談　12 那須田 淳　責任編集 KADOKAWA

137 大どろぼうジャム・パン 内田 麟太郎 文研出版

138 忍者・忍術ビジュアル大百科 山田 雄司　監修 学研プラス

139 国語は語彙力! 齋藤 孝 PHP研究所

資料名 著者名 出版者

140 壮快　2018年2月号 マキノ

141 ＥＳＳＥ　2018年2月号 （株）扶桑社

142 現代農業　2018年2月号 農山漁村文化協会

143 ゴルフダイジェスト　2018年2月号 ゴルフダイジェスト社

144 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2018年2月号 ベネッセコーポレーション

145 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年1月18日 文藝春秋

146 オール讀物　2018年1月号 文藝春秋

147 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年1月4日 文藝春秋

148 ＭＯＲＥ　2018年2月号 集英社

149 どうぎゃん　2018年1月号 どうぎゃん編集部

150 婦人公論　2018年2/13号 中央公論社

151 趣味の園芸　2018年2月号 日本放送出版協会

152 婦人公論　2018年1月23日 中央公論社

153 ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社

154 きょうの料理　2018年2月号 日本放送出版協会

155 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年2月1日 文藝春秋

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌



資料名 著者名 出版者

1 町工場の娘 諏訪 貴子 日経BP社

2 遠い山なみの光 カズオ　イシグロ 早川書房

3 決断。 大胡田 誠 中央公論新社

4 おりがみパズル 大原 まゆみ 日本ヴォーグ社

5 江戸開城 海音寺 潮五郎 新潮社

6 西郷と大久保 海音寺 潮五郎 新潮社

7 子どものアレルギー 大矢 幸弘　監修 文藝春秋

8 カーテンコール! 加納 朋子 新潮社

9 遺訓 佐藤 賢一 新潮社

10 サハラの薔薇 下村 敦史 KADOKAWA

11 邪馬台 北森 鴻 新潮社

12 天鬼越 北森 鴻 新潮社

13 ひよっこ社労士のヒナコ 水生 大海 文藝春秋

14 江戸開城 海音寺 潮五郎 新潮社

15 西郷と大久保 海音寺 潮五郎 新潮社

16 お母さんおやつ トミタ セツ子 主婦の友社

17 おいしい記憶 上戸 彩 中央公論新社

18 酒好き医師が教える最高の飲み方 葉石 かおり 日経BP社

19 炎の経営者 高杉 良 文藝春秋

20 牛天神 山本 一力 文藝春秋

21 撮ってはいけない 飯野 たから 自由国民社

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



22 噓 村山 由佳 新潮社

23 天翔ける 葉室 麟 KADOKAWA

24 知られざる日本に眠る若冲 狩野 博幸　監修 エクスナレッジ

25
「100円雑貨+α」インテリアリメイク術
100

主婦と生活社

26 ノーマンズランド 誉田 哲也 光文社

27
思わずつくりたくなる極上のチョコレート
レシピ

NHK出版

28 子どもに食べさせたいすこやかごはん おかあさんの輪 暮しの手帖社

29 カッコいい資格図鑑 鈴木 秀明　監修 主婦の友社

30 広辞苑 新村 出　編集 岩波書店

31 日本懐かしおまけ大全 辰巳出版

32
ちょっとマニアックな図書館コレクション
談義　ふたたび

内野 安彦 樹村房

33 図書館島 ソフィア　サマター 東京創元社

34
0歳からの発達が気になる赤ちゃんにやっ
てあげたいこと

黒澤 礼子 講談社

35 紙芝居百科
紙芝居文化の会　企画制
作

童心社

36 いくさの底 古処 誠二 KADOKAWA

37 彼方の友へ 伊吹 有喜 実業之日本社

38 ダンナの骨壺 高峰 秀子 河出書房新社

39 漬けものレシピ 重信 初江　監修 朝日新聞出版

40 九十八歳になった私 橋本 治 講談社

41 きまぐれな夜食カフェ 古内 一絵 中央公論新社

42 メガネと放蕩娘 山内 マリコ 文藝春秋

43
相手をイラッとさせない!メールの好感度を
上げるマナー&文例

杉本 祐子 主婦の友社

44 夜更けの川に落葉は流れて 西村 賢太 講談社



45 タンゴ・イン・ザ・ダーク サクラ ヒロ 筑摩書房

46 現代用語の基礎知識　2018 自由国民社　編集 自由国民社

47 図書館員のためのイベント実践講座 北村 志麻 樹村房

48 これから泳ぎにいきませんか 穂村 弘 河出書房新社

49 シングルマザー生活便利帳 新川 てるえ 太郎次郎社エディタス

50 屍人荘の殺人 今村 昌弘 東京創元社

資料名 著者名 出版者

51 こなものがっこう 塚本 やすし フレーベル館

52 あさがくるまえに ジョイス　シドマン 岩波書店

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



53 さるとびすすけ 愛とお金とゴキZのまき みやにし たつや ほるぷ出版

54 なんでやねーん! 安田 夏菜 講談社

55 ふしぎの国のアリス 松本 かつぢ ニジノ絵本屋

56 だるまちゃんとキジムナちゃん 加古 里子 福音館書店

57 せかいいちまじめなレストラン たしろ ちさと ほるぷ出版

58 ほっとい亭のフクミミちゃん 伊藤 充子 偕成社

59 助っ人マスター 高森 美由紀 フレーベル館

60 最後のオオカミ マイケル　モーパーゴ 文研出版

61 グレッグのダメ日記 にげだしたいよ! ジェフ　キニー ポプラ社

62 レモンの図書室 ジョー　コットリル 小学館

63 グリムのむかしばなし　2 グリム のら書店

64 IMAGINE ジョン　レノン 岩崎書店

65 にゃんにゃん せな けいこ 福音館書店

66 わたしのおひっこし イヴ　バンティング 光村教育図書

67 ぼく、仮面ライダーになる!　ビルド編 のぶみ 講談社

68 仮面ライダー大図鑑デラックス ポプラ社

69 オレ、カエルやめるや デヴ　ペティ マイクロマガジン社

70 なないろランドのたからもの 井上 林子 講談社

71 藤城清治影絵の絵本 グリム グリム 講談社

72
おいしいふくやさん あま～いダンスパー
ティー

のし さやか ひさかたチャイルド

73 じてんしゃのれるかな 平田 利之 あかね書房

74 あかいふうせん 山田 和明 出版ワークス



75
今すぐ読みたい!10代のためのYAブックガ
イド150!　2

金原 瑞人　監修 ポプラ社

76 だるまちゃんとはやたちゃん 加古 里子 福音館書店

77 さよなら、おばけ団地 藤重 ヒカル 福音館書店

78 せつぶんだまめまきだ 桜井 信夫 教育画劇

79 ぱたぱたえほん miyauni エンブックス

80 地球の森のハートさがし 藤原 幸一 ポプラ社



81 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 マガジンハウス

82 だるまちゃんとかまどんちゃん 加古 里子 福音館書店

83 義経千本桜 吉田 愛 講談社

資料名 著者名 出版者

84 Saita　2018年2月号 セブン＆アイ出版

85 婦人公論　2018年1/23号 中央公論社

86 ＥＳＳＥ　2018年2月号 （株）扶桑社

87 ウィズ　2018年2月号 講談社

88 婦人公論　2018年2/13号 中央公論社

89 趣味の園芸　2018年2月号 日本放送出版協会

90 すてきにハンドメイド　2018年2月号 ＮＨＫ出版

91 オレンジページ　2018年1/17号 ㈱オレンジページ

92 CHANTO　2018年2月号 主婦と生活社

93 TJカゴシマ　2018年2月号

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


