
資料名 著者名 出版者

1 泥濘 黒川 博行 文藝春秋

2 SLAM DUNK  2 井上 雄彦 集英社

3
かわいいかぎ針編み浴衣に合わせたい和雑
貨

アップルミンツ

4 ベスト本格ミステリ 本格ミステリ作家クラブ 講談社

5 リメ缶とグリーンのスタイリングブック たかはし ようこ 誠文堂新光社

6 すっぱい料理 飛田 和緒 産業編集センター

7 おもしろ動物折り紙 木村 良寿 日貿出版社

8 SLAM  DUNK 5 井上 雄彦 集英社

9 SLAM DUNK 6 井上 雄彦 集英社

10 ブルーハワイ 青山 七恵 河出書房新社

11 しない。 群 ようこ 集英社

12 星夜航行 上巻 飯嶋 和一 新潮社

13 送り火 高橋 弘希 文藝春秋

14 むすびつき 畠中 恵 新潮社

15 龍馬暗殺 桐野 作人 吉川弘文館

16 医者が教える食事術最強の教科書 牧田 善二 ダイヤモンド社

17 「小さな家」づくりのヒント 主婦の友社 主婦の友社

18 ウルトラ図解ADHD 岩波 明 法研

19 絵封筒の描き方 吉水 咲子 誠文堂新光社

20 50代から生涯暮らすリフォーム 天野 彰 KADOKAWA

21 SLAM DUNK　3 井上 雄彦 集英社

22 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口 進 講談社
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23 あたらしい草花あそび 相澤 悦子 山と溪谷社

24 夏井いつきの「時鳥」の歳時記 夏井 いつき 世界文化社

25 歳を取るのも悪くない 養老 孟司 中央公論新社

26 ロンリネス 桐野 夏生 光文社

27 琴乃木山荘の不思議事件簿 大倉 崇裕 山と溪谷社

28 つる花の結び　下 [紫式部] 理論社

29 つる花の結び　上 [紫式部] 理論社

30 権力の「背信」 朝日新聞取材班 朝日新聞出版

31 認知症予防におすすめ図書館利用術　2 結城 俊也 日外アソシエーツ

32
なぜあの人のシャツはパリッとしているの
か

読売新聞生活部 中央公論新社

33 せつない動物図鑑 ブルック　バーカー ダイヤモンド社

34 SLAM DUNK  1 井上 雄彦 集英社

35 風に恋う 額賀 澪 文藝春秋

36 心理学でわかるひとの性格・感情辞典 渋谷 昌三 朝日新聞出版

37 火影に咲く 木内 昇 集英社

38 話しベタですが… 浅田 次郎 河出書房新社

39 夏井いつきの「花」の歳時記 夏井 いつき 世界文化社

40 「徹子の部屋」の花しごと 石橋 恵三子 産業編集センター

41 赤い風 梶 よう子 文藝春秋

42 不在 彩瀬 まる KADOKAWA

43 下町ロケット　3 池井戸 潤 小学館

44 しき 町屋 良平 河出書房新社

45 彼女は頭が悪いから 姫野 カオルコ 文藝春秋



46 秘録島原の乱 加藤 廣 新潮社

47 星夜航行　下巻 飯嶋 和一 新潮社

48 知らないと損をする最新配偶者控除 梅本 正樹 秀和システム

49 焦土の刑事 堂場 瞬一 講談社

50 連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山 七里 宝島社

51 夏井いつきの「雪」の歳時記 夏井 いつき 世界文化社

52 一日の苦労は、その日だけで十分です 三浦 綾子 小学館

53 読書という荒野 見城 徹 幻冬舎

54 TIMELESS 朝吹 真理子 新潮社

55 本性 伊岡 瞬 KADOKAWA

56 燃える波 村山 由佳 中央公論新社

57 極上の孤独 下重 暁子 幻冬舎

58 SLAM DUNK　4 井上 雄彦 集英社

59 もう「はい」としか言えない 松尾 スズキ 文藝春秋

60 天地に燦たり 川越 宗一 文藝春秋

61 葉室麟 洛中洛外をゆく。 葉室 麟 ベストセラーズ

62 絵金、闇を塗る 木下 昌輝 集英社

63 雨降る森の犬 馳 星周 集英社



資料名 著者名 出版者

64 ミジンコでございます。 佐藤 まどか フレーベル館

65 みつけてかぞえてどこどここんちゅう ガレス　ルーカス 河出書房新社

66 もいもい 市原 淳
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

67 みえるとかみえないとか ヨシタケ シンスケ アリス館

68
おしりたんてい ププッきえたおべんとうの
なぞ!

トロル ポプラ社

69 ミコとまぼろしの女王 遠崎 史朗 ポプラ社

70 シルクロードのあかい空 イザベル　シムレール 岩波書店

71 ぼくのなまえはへいたろう 灰島 かり 福音館書店

72 泥 ルイス　サッカー 小学館

73 おりがみどうぶつえん&すいぞくかん 新宮 文明 日本文芸社

74 おしりたんてい トロル ポプラ社

75 世界モンスターMAP スチュアート　ヒル 河出書房新社

76 モンゴル大草原800年
イチンノロブ　ガンバー
トル

福音館書店

77 こだわっていこう 村上 しいこ 学研プラス

78 このいえもむかしは ジュリー　フォリアーノ BL出版

79 365日のWONDER R.J.パラシオ ほるぷ出版

80 キリンの運びかた、教えます 岩貞 るみこ 講談社

81 齋藤孝の覚えておきたい日本の行事 齋藤 孝 金の星社

82 こうえんのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

83 ソフィーのくだものばたけ ゲルダ　ミューラー BL出版

84 疾風の女子マネ! まはら 三桃 小学館
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85 雨ふる本屋と雨もりの森 日向 理恵子 童心社

86 ドラえもんはじめての数え方 飯田 朝子 小学館

87
おしりたんてい ププッおおどろぼうあらわ
る!

トロル ポプラ社

88 ヨッちゃんのよわむし 那須 正幹 ポプラ社

89
おしりたんてい ププッおしりたんていがふ
たりいる!?

トロル ポプラ社

90 ふたりはとっても本がすき! 如月 かずさ 小峰書店

91 せんそうをはしりぬけた『かば』でんしゃ 間瀬 なおかた ひさかたチャイルド

92 ふねのとしょかん いしい つとむ 文研出版

93 ペロのおしごと 樋勝 朋巳 小学館

資料名 著者名 出版者

94 10才のとき 高橋 幸子 福音館書店

95 十年屋 廣嶋 玲子 静山社

96 リンカン 迎 夏生 ポプラ社

97 まわるよる tupera tupera 小学館

98 ぼくにまかせて! デイヴィッド　ウィーズナーBL出版

99 なすのぼうや 久住 卓也 ポプラ社

100 ふしぎなしっぽのねこカティンカ ジュディス　カー　 徳間書店

101 サブキャラたちの日本昔話 斉藤 洋 偕成社

所蔵館     ：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


