
資料名 著者名 出版者

1 それでも空は青い 荻原 浩 KADOKAWA

2 鼠、恋路の闇を照らす 赤川 次郎 KADOKAWA

3 介護士K 久坂部 羊 KADOKAWA

4 静おばあちゃんと要介護探偵 中山 七里 文藝春秋

5 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき 文藝春秋

6 花折 花村 萬月 集英社

7 #名画で学ぶ主婦業 田中 久美子 宝島社

8 夜汐 東山 彰良 KADOKAWA

9 着物の教科書 全日本きもの振興会 新星出版社

10 わたしの町は戦場になった ミリアム　ラウィック 東京創元社

11 芙蓉の干城(たて) 松井 今朝子 集英社

12 手をつないだままさくらんぼの館で 令丈 ヒロ子 KADOKAWA

13 あなたの愛人の名前は 島本 理生 集英社

14 フランス座 ビートたけし 文藝春秋

15
家中スッキリ片づく!「つっぱり棒」の便利
ワザ

竹内 香予子 青春出版社

16 SLAM DUNK 16 井上 雄彦 集英社

17 白崎裕子の料理とおやつ 白崎 裕子 農山漁村文化協会

18 栞子さんの本棚 1 夏目 漱石 角川書店

19 SLAM DUNK 井上 雄彦 集英社

20 悲願花 下村 敦史 小学館

21 定年後の断捨離 やました ひでこ 大和書房

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



22 SLAM DUNK 18 井上 雄彦 集英社

23 羅針盤は壊れても 西村 賢太 講談社

24 本と鍵の季節 米澤 穂信 集英社

25 神さまのいる書店 3 三萩 せんや KADOKAWA

26 大人の対応力 齋藤 孝 ワニブックス

27 カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 長野 まゆみ 河出書房新社

28 麒麟児 冲方 丁 KADOKAWA

29 水曜日の手紙 森沢 明夫 KADOKAWA

30 駄目な世代 酒井 順子 KADOKAWA

31 グラスバードは還らない 市川 憂人 東京創元社

32
結婚する子どものために親がすること、で
きること

岡村 奈奈 日本文芸社

資料名 著者名 出版者

33 とろとっと 内田 麟太郎 くもん出版

34 つちをほらなくなったスチームショベル ジョージ　ウォルターズ 好学社

35 おおかみのおなかのなかで マック　バーネット 徳間書店

36 たぬきのおもち せな けいこ 金の星社

37 わたしのおじさんのロバ トビー　リドル あすなろ書房

38 サラとピンキー サンタの国へ行く 富安 陽子 講談社

39 ムーミントロールと氷のおまつり トーベ　ヤンソン 徳間書店

40 お正月がやってくる 秋山 とも子 ポプラ社

41 昨日のぼくのパーツ 吉野 万理子 講談社

42 ぼくの、ミギ 戸森 しるこ 講談社

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：児童



43 大人になったらしたい仕事 2 朝日中高生新聞編集部 朝日学生新聞社

44 まめとすみとわら せな けいこ 廣済堂あかつき

45 はらぺこペンギンのぼうけん 吉野 万理子 講談社

46 ゆかいな床井くん 戸森 しるこ 講談社

47 ダム
デイヴィッド　アーモン
ド

評論社

48 ぼくのなまえはユウユウ 小手鞠 るい 講談社

49 大人になったらしたい仕事 1 朝日中高生新聞編集部 朝日学生新聞社

資料名 著者名 出版者

50 ＥＳＳＥ 2019年1月号 （株）扶桑社

51 Saita 2019年1月号 セブン＆アイ出版

52 オレンジページ 2018年12/17号 ㈱オレンジページ

53 すてきな奥さん 新春  2019年版 主婦と生活社

54 ウィズ 2019年1月号 講談社

55 婦人公論 2018年12/11号 中央公論社

56 CHANTO 2019年1月号 主婦と生活社

57
婦人公論 2018年12/25、2019年1/4
合併特大号

中央公論社

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：雑誌


