
資料名 著者名 出版者

1 黄金の石橋 内田 康夫 実業之日本社

2 いのち 瀬戸内 寂聴 講談社

3 母・娘・祖母が共存するために 信田 さよ子 朝日新聞出版

4 飼う人 柳 美里 文藝春秋

5 道標 今野 敏 角川春樹事務所

6 意識のリボン 綿矢 りさ 集英社

7 バースデイ・ガール 村上 春樹 新潮社

8 森家の討ち入り 諸田 玲子 講談社

9 テーラー伊三郎 川瀬 七緒 KADOKAWA

10 婚活中毒 秋吉 理香子 実業之日本社

11 小さい畜産で稼ぐコツ 上垣 康成 農山漁村文化協会

12 ニッポンのおみくじ 鏑木 麻矢 グラフィック社

13
誰も教えてくれなかった子どものいない人
生の歩き方

くどう みやこ 主婦の友社

14
50代からしたくなるコト、なくていいモ
ノ

岸本 葉子 中央公論新社

15 花屋さんになろう! 本多 るみ 青弓社

16 黙殺 畠山 理仁 集英社

17
黎明館企画特別展  かごしまの仏たち　～
守り伝える祈りの造形～

鹿児島県歴史資料ｾﾝﾀｰ黎
明館

鹿児島県歴史資料ｾﾝﾀー黎
明館

18 オリーヴのすごい力
小豆島ヘルシーランド株
式会社 編集

小豆島ヘルシーランド

19 鉄道探偵団 倉阪 鬼一郎 講談社

20 こんな老い方もある 佐藤 愛子 KADOKAWA

21 武者始め 宮本 昌孝 祥伝社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 おもかげ 浅田 次郎 毎日新聞出版

23 一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田 桃紅 幻冬舎

24 そらと陸の約束 観音寺 遼 熊日出版(発売)

25 るるぶ静岡　2018 JTBパブリッシング

26 なるほど図解著作権法のしくみ 奥田 百子 中央経済社

27
絶対後悔しない住宅ローンの借り方・返し
方

正田 裕之　監修 河出書房新社

28 安藤忠雄 松葉 一清　監修 平凡社

29 ギリシア人の物語　3 塩野 七生 新潮社

30 カラー図鑑日本の火山 高田 亮　監修 ナツメ社

31 白磁海岸 高樹 のぶ子 小学館

32 街歩き西郷どん! 林 真理子　監修 KADOKAWA

33 孤独のすすめ 五木 寛之 中央公論新社

34 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

35 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

36 俺はエージェント 大沢 在昌 小学館

37 夫の後始末 曽野 綾子 講談社

38 異形のものたち 小池 真理子 KADOKAWA

39 手編みのハンド&リストウォーマー 日本ヴォーグ社

40
外国人のためのやさしく学べる介護の知
識・技術

甘利 庸子　編集 中央法規出版

41 赤ちゃんが必ずかかる病気&ケア 主婦の友社

42 みさと町立図書館分館 高森 美由紀 産業編集センター

43 70歳からの筋トレ&ストレッチ 大渕 修一　編集 法研

44 ひふみんの将棋入門 加藤 一二三 産経新聞出版



45
すぐ書ける確定申告　平成30年3月15日
申告分

須田 邦裕　監修 成美堂出版

46 中学生プロ棋士列伝 洋泉社

47 乱世をゆけ 佐々木 功 角川春樹事務所

48
これで安心!ケアマネが教えるはじめての親
の入院・介護

高岡 里佳 技術評論社

49 ユダヤ人を救った動物園 ダイアン　アッカーマン 亜紀書房

50 なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか　続 樋口 晴彦 日刊工業新聞社

51 キネマの天使 赤川 次郎 講談社

52 ウズタマ 額賀 澪 小学館

53 太陽ときみの声 川端 裕人 朝日学生新聞社

54 セブンズ! 五十嵐 貴久 KADOKAWA

55 農業を繫ぐ人たち 湯川 真理子 西日本出版社

56 巨大倒産 有森 隆 さくら舎

57 サイバー攻撃に勝つ経営 山本 直樹 日経BP社

58 友情 山中 伸弥 講談社

59
1週間分まとめて作るフリージング&時短
離乳食

中村 美穂 池田書店

60 最新!育児新百科mini 松井 潔　総監修 ベネッセコーポレーション

61 日本酒超入門 石田 洋司 くびら出版

62 卑劣犯 笹本 稜平 光文社

63 減価償却資産の耐用年数表 税務研究会　編集 税務研究会出版局

64 自分たちでつくろうNPO法人! 名越 修一 学陽書房

65 日本の未来100年年表 洋泉社

66 レクリエ 世界文化社

67 日本人のおなまえっ!　1
NHK「日本人のおなま
えっ!」制作班　編集

集英社インターナショナル



68 るるぶ神戸　2018 JTBパブリッシング

69 仮面の君に告ぐ 横関 大 講談社

70 るるぶ横浜鎌倉　2018 JTBパブリッシング

71 ノンオイル&10分でできる昆布レシピ95 山脇 りこ JTBパブリッシング

72 損害保険を見直すならこの1冊 金融デザイン株式会社 自由国民社

73
サラリーマンのための「手取り」が増える
ワザ65

深田 晶恵 ダイヤモンド社

74 天魔の所業、もっての外なり 岩井 三四二 淡交社

75
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

76 鶏小説集 坂木 司 KADOKAWA

77
死を前にした人にあなたは何ができます
か?

小澤 竹俊 医学書院

78 あたらしい盆栽の教科書 小林 健二 エクスナレッジ

79 一坪でできる野菜づくり 北条 雅章　監修 ブティック社

80
サクラ先生が教える!コウノドリ妊娠・出産
Q&Aブック

鴻鳥 サクラ 講談社

81
外国人のためのやさしく学べる介護のこと
ば

海外介護士育成協議会
編集

中央法規出版

82 はじめてのボランティア手話 谷 千春　監修 主婦の友社

83 表目と裏目だけで編むニット ベルンド　ケストラー NHK出版

84
学校では教えてくれない推薦・AO面接の
超裏ワザ講座

石橋 知也 エール出版社

85 破壊者の翼 似鳥 鶏 河出書房新社

86 西郷隆盛53の謎 原口 泉 海竜社

87 欺きの童霊 輪渡 颯介 講談社

88 やすらぎの郷　下 倉本 聰 双葉社

89
年金生活者・定年退職者のための確定申告
平成30年3月締切分

山本 宏　監修 技術評論社

90 駄犬道中こんぴら埋蔵金 土橋 章宏 小学館



91 魔法のホットケーキミックスおやつ303 学研プラス

92 医者が妻を看取る 小野寺 久 中央公論新社

93 絶望の歌を唄え 堂場 瞬一 角川春樹事務所

94 お口の育て方 竹内 敬輔 光文社

95 1分間で経済学 ニーアル　キシテイニー ダイヤモンド社

資料名 著者名 出版者

96 青がやってきた まはら 三桃 偕成社

97 少年探偵団 江戸川 乱歩 学研プラス

98 むしたちのえんそく 得田 之久 童心社

99 むしたちのおまつり 得田 之久 童心社

100 なぜ?の図鑑 動物 今泉 忠明　監修 学研教育出版

101 フリーズドライのひみつ 山口育孝 学研プラス

102 パンツ・プロジェクト キャット　クラーク あすなろ書房

103 クリスマストレインしゅっぱつ 視覚デザイン研究所 視覚デザイン研究所

104 知ってる?水泳 村上 二美也 ベースボール・マガジン社

105 パンダおやこたいそう いりやま さとし 講談社

106 かいけつゾロリのちていたんけん 原 ゆたか ポプラ社

107 にににんにんじん いわさ ゆうこ 童心社

108 小さな小さな虫図鑑 鈴木 知之 偕成社

109 おならまんざい 長谷川 義史 小学館

110 おんなじおんなじももんちゃん とよた かずひこ 童心社

111 灰屋灰次郎 灰はございー 飯野 和好 アリス館

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：児童



112 えがないえほん B.J.ノヴァク 早川書房

113 クリスマスサウルス トム　フレッチャー 静山社

114
インターネットのひみつ（新版）　学研ま
んがでよくわかるシリーズ133

入澤宣幸 学研

115 走れ!ヒットン 須藤 靖貴 講談社

116 山田県立山田小学校　5 山田 マチ あかね書房

117 山田県立山田小学校　6 山田 マチ あかね書房

118 よくわかる人工知能 松尾 豊　監修 PHP研究所

119 保健室の日曜日 村上 しいこ 講談社

120 ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤 ノリコ 白泉社

121 映画かいけつゾロリZZのひみつ 原 ゆたか　監修 ポプラ社

122 とのさまサンタ 長野 ヒデ子 あすなろ書房

123 マララのまほうのえんぴつ マララ　ユスフザイ ポプラ社

124 レイナが島にやってきた! 長崎 夏海 理論社

125 図書館を心から愛した男 アンドリュー　ラーセン 六耀社

126 貝の火 宮沢 賢治 三起商行

127 地面の下には、何があるの? シャーロット　ギラン 河出書房新社

128 サケが帰ってきた! 奥山 文弥 小学館

129 仮面ライダー大図鑑デラックス ポプラ社

130 むしたちのサーカス 得田 之久 童心社

131 ふしぎなどうぶつランド 高畠 純 講談社

132 いただきますのおつきさま 鈴木 真実 講談社

133 たぬきのたまご 内田 麟太郎 銀の鈴社

134
見て、学んで、力がつく!こども日本地図
2018年版

永岡書店編集部　編集 永岡書店



135 ながいながいかもつれっしゃ 溝口 イタル 交通新聞社

136 しずかにあみものさせとくれー! ベラ　ブロスゴル ほるぷ出版

137 蘭の花が咲いたら 小林 深雪 講談社

138 シランカッタの町で さえぐさ ひろこ フレーベル館

139 カミカミもぐもぐげんきなは 高宮 麻紀 少年写真新聞社

140 古事記 那須田 淳 学研プラス

資料名 著者名 出版者

141
ＥＳＳＥ　2017年12月  2018年1月合
併号

（株）扶桑社

142 現代農業　2018年1月号 農山漁村文化協会

143 かぞくのじかん  冬   Vol42 婦人之友社

144 武道　2017年12月号 (財)日本武道館

145 壮快　2018年2月号 マキノ

146 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年12月7日 文藝春秋

147 オ‐ル讀物　2017年12月号 文藝春秋

148 ＭＯＲＥ　2018年1月号 集英社

149 どうぎゃん　2017年12月号 どうぎゃん編集部

150 Ｎｕｍｂｅｒ　2017年12月21日 文藝春秋

151 趣味の園芸　2018年1月号 日本放送出版協会

152 婦人公論　2017年12月12日号 中央公論社

153 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2018年1月号 ベネッセコーポレーション

154
婦人公論　2017年12/26・2018年1/4
合併特大号

中央公論社

155 きょうの料理　2018年1月号 日本放送出版協会

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌



資料名 著者名 出版者

1 インフルエンス 近藤 史恵 文藝春秋

2 奔流恐るるにたらず 逢坂 剛 講談社

3 特許出願かんたん教科書 中本 繁実 中央経済社

4 駐在日記 小路 幸也 中央公論新社

5 田舎の力が未来をつくる! 金丸 弘美 合同出版

6 決戦!賤ケ岳 木下 昌輝 講談社

7 2択で学ぶ赤ペン俳句教室 夏井 いつき ヨシモトブックス

8 農家が教えるもち百珍 農文協 編集 農山漁村文化協会

9 カネと共に去りぬ 久坂部 羊 新潮社

10 色エンピツで描く季節絵1300 石倉 ヒロユキ 誠文堂新光社

11 雑貨&フードラッピングブック オギハラ ナミ 誠文堂新光社

12 かわいいジャポニスム 沼田 英子 東京美術

13 太陽と乙女 森見 登美彦 新潮社

14
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

15 リース折り紙12か月 永田 紀子 日貿出版社

16
大切な靴と長くつきあうための靴磨き・手
入れがよくわかる本

飯野 高広 池田書店

17
有元葉子 のり、わかめ、ひじき、昆布、も
ずく

有元 葉子 家の光協会

18 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

19 異形のものたち 小池 真理子 KADOKAWA

20 白磁海岸 高樹 のぶ子 小学館

21 セブンズ! 五十嵐 貴久 KADOKAWA

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



22
認知症の人の気持ちがよくわかる聞き方・
話し方

鈴木 みずえ　監修 池田書店

23
はじめてでもきれいに刺せる刺しゅうの基
礎

安田 由美子 日本文芸社

24 井村屋さんの毎日ほっこりあずきレシピ 岩崎 啓子　料理 主婦の友社

25 DIYで火の暮らしを楽しむ 地球丸

26 ウズタマ 額賀 澪 小学館

27
冷蔵庫で作りおきパン切りっぱなしでカン
タン

吉永 麻衣子 主婦の友社

28 大人のおしゃれに、ほしいもの 主婦と生活社

29 宮崎 高千穂 '18 昭文社

30 るるぶ岡山倉敷蒜山'18 JTBパブリッシング

31 おとなの着物ことはじめ 永岡書店編集部　編集 永岡書店

32 長寿県信州の作りおき 下平 みさ子 リンデン舎

33 服部幸應の知っておいしいだし事典 服部栄養専門学校　監修 実業之日本社

34 意識のリボン 綿矢 りさ 集英社

35 バースデイ・ガール 村上 春樹 新潮社

36 森家の討ち入り 諸田 玲子 講談社

37 テーラー伊三郎 川瀬 七緒 KADOKAWA

38 1肉1野菜鍋 堤 人美 グラフィック社

39 極める愉しむ珈琲事典 西東社編集部　編集 西東社

40 崩れる脳を抱きしめて 知念 実希人 実業之日本社

41 俺はエージェント 大沢 在昌 小学館

42 生きていくあなたへ 日野原 重明 幻冬舎

43 飼う人 柳 美里 文藝春秋

44 いのち 瀬戸内 寂聴 講談社



45
50代からしたくなるコト、なくていいモ
ノ

岸本 葉子 中央公論新社

46 ルビンの壺が割れた 宿野 かほる 新潮社

47 図解でよくわかるタネ・苗のきほん 日本種苗協会　監修 誠文堂新光社

48 キネマの天使 赤川 次郎 講談社

49 人生の気品 草笛 光子 新日本出版社

50 ほの暗い永久から出でて 上橋 菜穂子 文藝春秋

51 ギリシア人の物語 3 塩野 七生 新潮社

52 いわさきちひろ 松本 猛 講談社

53 仮面の君に告ぐ 横関 大 講談社

54 ゆでおき 牧野 直子　監修 主婦の友社

55 レンズが撮らえた幕末維新の志士たち 小沢 健志　監修 山川出版社

56 アンネ・フランク 早乙女 勝元 新日本出版社

57 ペダリング・ハイ 高千穂 遙 小学館

58 歌丸ばなし 桂 歌丸 ポプラ社

59 ピンポン パク ミンギュ 白水社

60 街歩き西郷どん! 林 真理子　監修 KADOKAWA

61 働くママの時短ごはん 武蔵 裕子 女子栄養大学出版部

62 わたしの本棚 中江 有里 PHP研究所

63 このえほんだいすき! 細川 和子 日本キリスト教団出版局

64 生命保険の正しい教科書 三田村 京 自由国民社

65 はじめてでも簡単にできる小さな袋もの 永井 亜希乃 世界文化社

66 バリアフリー温泉で家族旅行 続 山崎 まゆみ 昭文社

67
支援・指導のむずかしい子を支える魔法の
言葉

小栗 正幸　監修 講談社



68 母という病 岡田 尊司 ポプラ社

69 西郷隆盛と薩摩 松尾 千歳 吉川弘文館

70 自力で防ぐ誤嚥性肺炎 稲本 陽子 日本文芸社

資料名 著者名 出版者

71 なずずこのっぺ? カーソン　エリス フレーベル館

72 世界を救うパンの缶詰 菅 聖子 ほるぷ出版

73 マララのまほうのえんぴつ マララ　ユスフザイ ポプラ社

74 グリムのむかしばなし　1 グリム のら書店

75 とのさまサンタ 長野 ヒデ子 あすなろ書房

76 キズナキス 梨屋 アリエ 静山社

77 絵物語古事記 富安 陽子 偕成社

78 オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

79 クリスマストレインしゅっぱつ 視覚デザイン研究所 視覚デザイン研究所

80 ゆめはまんが家! 小林 深雪 講談社

81 しずかにあみものさせとくれー! ベラ　ブロスゴル ほるぷ出版

82 灰屋灰次郎 灰はございー 飯野 和好 アリス館

83 まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわ ちひろ 偕成社

84 保健室の日曜日 村上 しいこ 講談社

85 さあ、なげますよ 角野 栄子 文溪堂

86 都道府県別日本の地理データマップ　4 小峰書店

87 都道府県別日本の地理データマップ　3 小峰書店

88 都道府県別日本の地理データマップ　2 小峰書店

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



89 都道府県別日本の地理データマップ　1 小峰書店

90 いっせーのばあ 新井 洋行 KADOKAWA

91 たまごがあるよ 風木 一人 KADOKAWA

92 たくはいびーん 林 木林 小峰書店

93 西郷隆盛　下 小前 亮 小峰書店

94 西郷隆盛　上 小前 亮 小峰書店

95 10歳の質問箱　続
日本ペンクラブ「子ども
の本」委員会　編集

小学館

96 えがないえほん B.J.ノヴァク 早川書房

97 メリーメリークリスマス! 岡村 志満子 くもん出版

98 ふしぎなどうぶつランド 高畠 純 講談社

99 みんながたのしくなる影絵の世界　1
影絵人形劇団みんわ座
監修

六耀社

100 小やぎのかんむり 市川 朔久子 講談社

101 じてんしゃにのれたよ
スタジオタッククリエイ
ティブ

102 友を失った夜 とりひき 星 新一 三起商行

103 サーカスの旅 薬と夢 星 新一 三起商行

104 都道府県別日本の地理データマップ　8 小峰書店

105 都道府県別日本の地理データマップ　7 小峰書店

106 都道府県別日本の地理データマップ　6 小峰書店

107 小学校では学べない一生役立つ読書術 齋藤 孝 KADOKAWA

108 小学生のための便利な音楽辞典
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

109
めちゃかわヘアが大集合!ヘアアレンジ事典
スペシャル

榊 美奈子　監修 ナツメ社



110 かいけつゾロリのちていたんけん 原 ゆたか ポプラ社

111 都道府県別日本の地理データマップ　5 小峰書店

資料名 著者名 出版者

112 CHANTO 2018年1月号 主婦と生活社

113 ウィズ 2018年1月号 講談社

114 Saita 2018年1月号 セブン＆アイ出版

115 オレンジページ 2017年12/17号 ㈱オレンジページ

116 ＥＳＳＥ 2018年1月新年特大号 （株）扶桑社

117
婦人公論 2017年12/26・2018年1/4
合併特大号

中央公論社

118 婦人公論 2017年12/12号 中央公論社

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


