
資料名 著者名 出版者

1 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村 深月 講談社

2 未来 湊 かなえ 双葉社

3 図解・九州の植物　下巻 平田 浩 南方新社

4 天子蒙塵　第３巻 浅田 次郎 講談社

5 くらげホテル 尾崎 英子 KADOKAWA

6 図解・九州の植物　上巻 平田 浩 南方新社

7 名探偵誕生 似鳥 鶏 実業之日本社

8 石牟礼道子 河出書房新社

9 「便」と「尿」の悩みをスッキリ解決する本
「きょうの健康」番組制
作班

主婦と生活社

10 福岡 博多・天神 昭文社

11 ひんやりデザートBEST200 枻出版社

12 いちばんくわしい魚のおろし方と料理 島津 修 成美堂出版

13 幕末列藩&人物名鑑 大石 学 NHK出版

14 るるぶ長崎 JTBパブリッシング

15 発掘された日本列島　２０１８ 文化庁 共同通信社

16 西郷どん　後編 NHK出版

17 ほぼ100均プチプラ花コーデ 川守 由利子 KADOKAWA

18
ひとりでできる、職場でできる、自治体の
業務改善

矢代 隆嗣 公人の友社

19 じっと手を見る 窪 美澄 幻冬舎

20 暮しの手帖のクイックレシピ 暮しの手帖編集部 暮しの手帖社

21 47都道府県・国宝/重要文化財百科 森本 和男 丸善出版

22 みんな昔はこどもだった 池内 紀 講談社

23 納得して死ぬという人間の務めについて 曽野 綾子 KADOKAWA

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



24 さしすせその女たち 椰月 美智子 KADOKAWA

25 とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下 奈都 扶桑社

26 花舞う里 古内 一絵 講談社

27 知っておきたい、世界の宗教。 ペン編集部 CCCメディアハウス

28 しょうが コウ ケンテツ 講談社

29 空飛ぶタイヤ 池井戸 潤 実業之日本社

30 師弟の祈り 仁木 英之 新潮社

31 空港時光 温 又柔 河出書房新社

32 90秒で好かれる技術 ニコラス　ブースマン
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

33 ブレない子育て 栗原 泉 KADOKAWA

34 失楽園のイヴ 藤本 ひとみ 講談社

35 宇喜多の楽土 木下 昌輝 文藝春秋

36 火のないところに煙は 芦沢 央 新潮社

37 烏百花　蛍の章 阿部 智里 文藝春秋

38 明治維新とは何だったのか 半藤 一利 祥伝社

39 地層のきほん 目代 邦康 誠文堂新光社

40 ストーブ列車殺人事件 西村 京太郎 双葉社

41 平成史 佐藤 優 小学館

42 青嵐の坂 葉室 麟 KADOKAWA

43 ファーストラヴ 島本 理生 文藝春秋

44 恋の川、春の町 風野 真知雄 KADOKAWA

45 六月の雪 乃南 アサ 文藝春秋

46 入門うつ病のことがよくわかる本 野村 総一郎 講談社

47 短歌と俳句の五十番勝負 穂村 弘 新潮社



48 いろいろあった人へ 伊集院 静 講談社

49 万引き家族 是枝 裕和 宝島社

50 怪しくて妖しくて 阿刀田 高 集英社

51 虚の聖域 松嶋 智左 講談社

52 平城京 安部 龍太郎 KADOKAWA

53
10歳までに身につけたい一生困らない子ど
ものマナー

西出 ひろ子 青春出版社

54 終活夫婦 中尾 彬 講談社

55 影の子 デイヴィッド　ヤング 早川書房

56 美術館へ行こう 伊藤 まさこ 新潮社

57 ミルク・アンド・ハニー 村山 由佳 文藝春秋

58 自分でできる少額訴訟ハンドブック 田中 賢規 日本加除出版

59 きげんのいいリス トーン　テレヘン 新潮社

60 星空がもっと好きになる 駒井 仁南子 誠文堂新光社

61 コリと痛みの地図帳 石垣 英俊 池田書店

62 全国お米のこだわり銘柄事典 日本食糧新聞社 日本食糧新聞社

63 赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ ブティック社

64 かんたん!ヘルシー!魚の缶詰レシピ キッチンさかな 河出書房新社

65 1年中楽しめる花の折り紙 山口 真 日本ヴォーグ社

66 はじめが肝心 有元葉子の「下ごしらえ」 有元 葉子 文化学園文化出版局

67 真夜中の子供 辻 仁成 河出書房新社

68 長兵衛天眼帳 山本 一力 KADOKAWA

69 介護と仕事をじょうずに両立させる本 飯野 三紀子 方丈社

70 三毛猫ホームズの復活祭 赤川 次郎 光文社

71 ひんやり夏和菓子 鳥居 満智栄 淡交社

72 から揚げは、「余熱で火を通す」が正解! 上田 淳子 家の光協会



73
変わる入試に強くなる小3までに伸ばした
い「作文力」

樋口 裕一 青春出版社

74 連続殺人鬼カエル男 中山 七里 宝島社

75 生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン　スー 新潮社

76 これからはじめる山歩き
好日山荘おとな女子登山
部

ナツメ社

77 本懐 上田 秀人 光文社

78
生クリームなしで作るアイスクリームとフ
ローズンデザート

吉川 文子 文化学園文化出版局

79 偽姉妹 山崎 ナオコーラ 中央公論新社

80 磯野家の危機 東京サザエさん学会 宝島社

81 育てる楽しむ癒しの「苔ボトル」 佐々木 浩之 コスミック出版

82 絶望キャラメル 島田 雅彦 河出書房新社

83 香り野菜が好き! 堤 人美 家の光協会

84 ステキを作る60代からのソーイング ブティック社

資料名 著者名 出版者

85 英語でもよめるじぶんだけのいろ レオ=レオニ 好学社

86 しゅくだいクロール 福田 岩緒 PHP研究所

87 世界のふしぎなぜ?どうして? 伊藤 純郎 高橋書店

88
もったいないばあさんのおいしいあいうえ
お

真珠 まりこ 講談社

89 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ　絵 PHP研究所

90 そうべえときじむなー たじま ゆきひこ 童心社

91 やさいのおなか きうち かつ 福音館書店

92 いいからいいから 長谷川 義史 絵本館

93 13800000000ねんきみのたび 坂井 治 光文社

94 滞空型キッズおり紙ヒコーキ 戸田 拓夫 いかだ社

95
身近なものでできる自由研究かんたんじて
ん

成美堂出版編集部 成美堂出版

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



96 ごんげさま 柳田 国男 汐文社

97 からだをうごかすえほん のぶみ 幻冬舎

98 ふつうやない!はなげばあちゃん 山田 真奈未 福音館書店

99 ぼく、おたまじゃくし? 田島 征三 佼成出版社

100 やさいのせなか きうち かつ 福音館書店

101 ねるじかん 鈴木 のりたけ アリス館

102 ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋 源一郎 朝日新聞出版

103
羽生善治の3手・5手・7手ステップアップ
詰め将棋

羽生 善治 主婦の友インフォス

104 楽しすぎる科学実験・観察 青野 裕幸 いかだ社

105 あかんぼっかん ザ　キャビンカンパニー 偕成社

106 せかいでさいしょのポテトチップス アン　ルノー BL出版

107 あのねあのね えがしら みちこ あかね書房

108 りんごりんごりんごりんごりんごりんご 安西 水丸 主婦の友社

109 うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠 るい 講談社

110 プログラミングでなにができる? 杉浦 学 誠文堂新光社

111 ざんねんないきもの事典 今泉 忠明 高橋書店

112 カブトムシ クワガタムシ 海野 和男 学研プラス

113 このほんをなめちゃダメ! イダン　ベン=バラク PHP研究所

114 ジャングルのサバイバル 洪 在徹 朝日新聞出版

115 ひきがえるにげんまん 最上 一平 ポプラ社

116
プロが教える小学生のゴルフレベルアップ
のコツ

井上 透 メイツ出版

117 おしりどろぼう 陣崎 草子 くもん出版

118 おっちゃん山 椎名 誠 新日本出版社

119 はなびのひ たしろ ちさと 佼成出版社

120 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合 光昭 文溪堂



121 まかせて!母ちゃん!! くすのき しげのり 文溪堂

122 とらんぽりんぽーん ふくだ じゅんこ 大日本図書

123 アンデルセンのおはなし
ハンス　クリスチャン
アンデルセン

のら書店

124 またまた ねえ、どれがいい? ジョン　バーニンガム 評論社

125 こわめっこしましょ tupera tupera 絵本館

126 へんしんたんてい あきやま ただし 金の星社

127 プチトマトのぷーちゃんどーこかな? おおい じゅんこ 教育画劇

128 ねがいごと 田丸 雅智 静山社

129 うんこ図鑑 荒俣 宏 日本図書センター

130 おかおみせて ほし ぶどう 福音館書店

131 おばけのパンこうじょう オームラ トモコ 理論社

132 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋 玲子 偕成社

133 旅の絵本 安野 光雅 福音館書店

134 おしらさま 柳田 国男 汐文社

135 あかちゃんがどんぶらこ! アラン　アールバーグ 徳間書店

資料名 著者名 出版者

136 オレンジページ　2018年6/17号 ㈱オレンジページ

137 Saita　2018年7月号 セブン＆アイ出版

138 TJカゴシマ　2018年7月号

139 オレンジページ　2018年7/2号 ㈱オレンジページ

140 婦人公論　2018年6/26号 中央公論社

141 CHANTO　2018年7月号 主婦と生活社

142 ＥＳＳＥ　2018年7月号 （株）扶桑社

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


