
資料名 著者名 出版者

1 マイケル・ジョーダン ローランド レイゼンビー 東邦出版

2 明日の食卓 椰月 美智子 KADOKAWA

3 おばさんの金棒 室井 滋 毎日新聞出版

4 時が見下ろす町 長岡 弘樹 祥伝社

5 人生の流儀 萩本 欽一 新日本出版社

6
格安スマホの選び方・使い方がぜんぶわか
る本

洋泉社

7
カジノとIR。日本の未来を決めるのはどっ
ちだっ!?

高城 剛 集英社

8 やさしい、いけばなの基本 竹中 麗湖 世界文化社

9 100円おかずのきほん 主婦の友社 主婦の友社

10 カズサビーチ 山本 一力 新潮社

11 オールヒットソング　2017年版 実業之日本社

12 小さなまちづくりのための空き家活用術 高橋 大輔 建築資料研究社

13 山猫珈琲 上巻 湊 かなえ 双葉社

14 科学の今を読む 中村 秀生 新日本出版社

15 走狗 伊東 潤 中央公論新社

16
誰も教えてくれない妻のための相続とお金
の話

植田 統 朝日新聞出版

17 こどものみかた春夏秋冬 柴田 愛子 福音館書店

18 世界が終わる前に 山本 弘 東京創元社

19 八月は冷たい城 恩田 陸 講談社

20 一〇一教室 似鳥 鶏 河出書房新社

21
アサヒビールで教わった
自分の壁を一瞬で破る最強の言葉

福地 茂雄 三笠書房

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 さまよえる古道具屋の物語 柴田 よしき 新潮社

23 七月に流れる花 恩田 陸 講談社

24 屋根をかける人 門井 慶喜 KADOKAWA

25
フランスの地方都市にはなぜ
シャッター通りがないのか

ヴァンソン藤井由実 学芸出版社

26 花咲小路三丁目のナイト 小路 幸也 ポプラ社

27 1時間でわかるビットコイン入門 小田 玄紀
masterpeace
<NextPublishing>

28 家康（１） 安部 龍太郎 幻冬舎

29 海賊王と開かずの《門》 茅田 砂胡 中央公論新社

30 静かな雨 宮下 奈都 文藝春秋

31
12月31日でも作れる
おせちと正月の簡単つくりおき

平岡 淳子 枻出版社

32 これでわかるタックスヘイブン 合田 寛 合同出版

33 ママたちが非常事態!? NHKスペシャル取材班 ポプラ社

34 井伊家の教え 井伊 裕子 朝日新聞出版

35 プロが教える現場で役立つ手書きPOP さとだて ゆめこ 日貿出版社

36
毎日おいしく食べる!大腸を切った人のため
の食事

金光 幸秀 ナツメ社

37 こぎん刺し模様あそび 植木 友子 日本ヴォーグ社

38 ねこ検定 神保町にゃんこ堂 廣済堂出版

39
自分でパパッと書ける確定申告
Ｈ２９　３月１５日

平井 義一 翔泳社

40 悪玉 鳴海 章 KADOKAWA

41 おはなしおかわり
被差別部落の昔話
制作実行委員会

解放出版社

42 幻庵（上） 百田 尚樹 文藝春秋

43
マネして書くだけ確定申告
Ｈ２９　３月締め切り

山本 宏 技術評論社

44 手づくり健康酢バイブル 金丸 絵里加 主婦の友社



45 はじめてのつるし飾りとちりめん細工 山口 信子 日東書院本社

46 SMAPクロニクル 篠原 沙里 作品社

47 春に散る　上 沢木 耕太郎 朝日新聞出版

48 春に散る　下 沢木 耕太郎 朝日新聞出版

49 サーベル警視庁 今野 敏 角川春樹事務所

50 罠に落ちろ 藤田 宜永 徳間書店

51
ママムジラーの長く使えるずっと愛せる
「無印良品」探し

mujikko 主婦の友社

52 プーチンの国家戦略 小泉 悠 東京堂出版

53 役者人生、泣き笑い 西田 敏行 河出書房新社

54 図解アクティブラーニングがよくわかる本 小林 昭文 講談社

55 私をくいとめて 綿矢 りさ 朝日新聞出版

56 クラウドガール 金原 ひとみ 朝日新聞出版

57 奇跡の醬 竹内 早希子 祥伝社

58
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚
できるようになるすごい方法

Eiko サンマーク出版

59 おいものお菓子 齋藤 真紀 枻出版社

60 直虎の城 山名 美和子 時事通信出版局

61 着こなし広がる帯を楽しむ便利帖 吉田 アヤ ナツメ社

62 痣 伊岡 瞬 徳間書店

63 ネコと昼寝 群 ようこ 角川春樹事務所

64 かんたん手作り通園グッズ 増山 優子 日東書院本社

65 るるぶ山陽山陰ベスト　’１７ JTBパブリッシング

66 ハリー・ポッターへの旅 MOE編集部 白泉社

67 SMAPウォッチング 篠原 沙里 作品社



68 ためない生活。 高木 ゑみ 主婦と生活社

69 果てしなき追跡 逢坂 剛 中央公論新社

70 花を呑む あさの あつこ 光文社

71 サンライズ・サンセット 山本 一力 双葉社

72 幻庵（下） 百田 尚樹 文藝春秋

73 サロメ 原田 マハ 文藝春秋

74 熊本地震連鎖の衝撃 熊本日日新聞社編集局 熊本日日新聞社

75 家づくり至高ガイド２０１７ 新井 聡 エクスナレッジ

76
大人になったら、着たい服
１６‐１７　秋　冬

主婦と生活社

77 えんとつ町のプペル にしの あきひろ 幻冬舎

78
要介護シニアにも超かんたん!
ものまねエア体操で健康づくり

斎藤 道雄 黎明書房

79 介護に役立つ口腔ケアの実際 大泉 恵美 中央法規出版

80
初めてでも簡単キレイ!
自分でできる着物の髪型

鈴木 富美子 世界文化社

81 靴のお手入れ新常識 安富 好雄 NHK出版

82 「スーツ」着こなし事典
AERA STYLE
 MAGAZINE

朝日新聞出版

83 AIが同僚 日経トップリーダー 日経BP社

84 きのこ検定公式テキスト ホクトきのこ総合研究所 実業之日本社

85
家づくりのすべてがスラスラわかる本
２０１７

エクスナレッジ

86 翼がなくても 中山 七里 双葉社

87
公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法
２０１８

「合格への道」研究会 洋泉社

88 日本の火山ウォーキングガイド 火山防災推進機構 丸善出版

89 雪と氷の疑問60 日本雪氷学会 成山堂書店

90
ゼンリン住宅地図
鹿児島県伊佐市①  大口

株式会社ゼンリン 株式会社ゼンリン



91
レシートを貼るだけで
5000万貯まる家計ノート

大場 智子 さくら舎

92 溝猫長屋祠之怪 輪渡 颯介 講談社

93 流して焼くだけ簡単魔法のケーキ Sachi KADOKAWA

94

すぐに役立つ困ったときに読む入門図解親
の病気・入院・介護手続きサポートマニュ
アル

若林 美佳 三修社

95 ケアマネジャーをめざす人の本　１７年版 コンデックス情報研究所 成美堂出版

96 てづくりお香教室 松下 恵子 日東書院本社

97 誰でもわかるハワイ語の本 鳥山 親雄 文踊社(発売)

98 暦の手仕事 中川 たま 日本文芸社

99
スーパーで
買っていい食品買ってはダメな食品

河岸 宏和 さくら舎

100
ゼンリン住宅地図
鹿児島県伊佐市②  菱刈

株式会社ゼンリン 株式会社ゼンリン

101 やまとことば50音辞典 高村 史司 飛鳥新社

102 企業を守るネット炎上対応の実務 清水 陽平 学陽書房

103 直虎と直政 岳 真也 作品社

104 ハワイ 玖保 キリコ JTBパブリッシング

105 ネーミング全史 岩永 嘉弘 日本経済新聞出版社

106 カブールの園 宮内 悠介 文藝春秋

107 ボブ・ディラン自伝 ボブ　ディラン
ソフトバンク
パブリッシング

108 悪魔を憐れむ 西澤 保彦 幻冬舎

109 And so this is Xmas 秦 建日子 河出書房新社

110 美しい国への旅 田中 慎弥 集英社

111
中学生・高校生の仕事ガイド
２０１７－２０１８年版

進路情報研究会 桐書房

112
ゲストみんなが喜ぶ
ミラクルウエディングの作り方

KADOKAWA



資料名 著者名 出版者

113 しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ 武田 美穂 ほるぷ出版

114 14歳 小林 深雪 講談社

115 アンダーアース・アンダーウォーター
アレクサンドラ
ミジェリンスカ

徳間書店

116 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原 ゆたか ポプラ社

117 未来のために学ぶ四大公害病 除本 理史 岩崎書店

118 脳をそだてる!おりがみあそび 夢鶴 実 主婦の友社

119
0さいからのドラえもんはじめてずかん
のりもの

藤子　F　不二雄 小学館

120 人と出会う場所 小松 義夫 アリス館

121 サンタパスポート のぶみ サンマーク出版

122 なきむしにかんぱい! 宮川 ひろ 童心社

123 でんでんでんしゃ 谷川 俊太郎 交通新聞社

124 作業療法士の一日 WILLこども知育研究所 保育社

125 だるまちゃんとにおうちゃん 加古 里子 福音館書店

126 チャレンジミッケ!ミッケがだいすき　　１ ウォルター　ウィック 小学館

127 ねこいるといいなあ 佐野 洋子 講談社

128 三島由宇、当選確実! まはら 三桃 講談社

129 マルゲリータのまるちゃん 井上 林子 講談社

130 歴史をつくった偉人のことば366 「天神」編集部 WAVE出版

131 にっこりおすしとわさびくん 佐川 芳枝 講談社

所蔵館     ：大口図書館　 資料区分  ：児童



132 ねこ
カミラ　ド　ラ
ベドワイエール

六耀社

133 おにぎりにんじゃ おこめがはまのけっせん 北村 裕花 講談社

134 ワオコッコ よしなが こうたく 小学館

135 数かぎりない粒があつまった地球 ポール　ロケット 玉川大学出版部

136 いぬ
カミラ　ド　ラ
ベドワイエール

六耀社

137 はじまりの日 ボブ　ディラン 岩崎書店

138 すなばばば 鈴木 のりたけ PHP研究所

139 スーパートラック スティーヴン サヴェッジ 講談社

140 指きりは魔法のはじまり 富安 陽子 偕成社

141 死神うどんカフェ1号店　　別腹編☆ 石川 宏千花 講談社

142 クリスマスとよばれた男の子 マット　ヘイグ 西村書店

143 きみスキ 梨屋 アリエ ポプラ社

144 トリックアートサンタクロース 北岡 明佳 あかね書房

145 なりたい!わくわく!おしごとずかん 白岩 等 チャイルド本社

146 美術館のひみつ 草薙 奈津子 PHP研究所

147 オズのまほうつかい フランク　ボーム フレーベル館

148 へんてこだより 斉藤 洋 小峰書店

149 じゃあじゃあびりびり まつい のりこ 偕成社

150 うみのとしょかん 葦原 かも 講談社

151 奈良時代のサバイバル 細雪 純 朝日新聞出版

152 火災のサバイバル スウィートファクトリー 朝日新聞出版



153 「和」の行事えほん 高野 紀子 絵本の家

154 ぼく、仮面ライダーになる!　エグゼイド編 のぶみ 講談社

155 まえとうしろどんなくるま?　　３ こわせ もりやす 偕成社

156 なかないで、アーサー
エマ
チチェスター クラーク

徳間書店

157 動物がすき! 安間 繁樹 福音館書店

158 おむかえパパ ナディーヌ　ブランコム 主婦の友社

159 4年2組がやってきた 野村 一秋 くもん出版

160 ドキドキおばけの百人一首!? むらい かよ ポプラ社

161 ぼくたちのおばけ沼 中村 淳 汐文社

162 クララ
エミリー　アーノルド
マッカリー

BL出版

163 走れ!!機関車 ブライアン　フロッカ 偕成社

164 塩田の運動会 那須 正幹 福音館書店

165
だるまちゃんと楽しむ
日本の子どものあそび読本

加古 里子 福音館書店

166 さてさて、きょうのおはなしは… 瀬田 貞二 福音館書店

167 チームでつかんだ栄光のメダル　　　１ 本郷 陽二 汐文社

168 車夫　　２ いとう みく 小峰書店

169 都会(まち)のトム&ソーヤ　　１４ 上 はやみね かおる 講談社

170 きみのためにはだれも泣かない 梨屋 アリエ ポプラ社

171 じいちゃんの鉄工所 田丸 雅智 静山社

172 少年弁護士セオの事件簿　　６ ジョン　グリシャム 岩崎書店

173 ねぎぼうずのあさたろう　　その１０ 飯野 和好 福音館書店



174 地球儀で探検! 渡辺 一夫 PHP研究所

175 ひいな いとう みく 小学館

資料名 著者名 出版者

176 ＥＳＳＥ　　　２０１７，２ （株）扶桑社

177 婦人公論　　　２０１７　１/14 中央公論社

178 Ｎｕｍｂｅｒ　２０１７　１/２６ 文藝春秋

179 現代農業　　　２０１７，２ 農山漁村文化協会

180 ひよこクラブ ベネッセコーポレーション

181 壮快　　　　　２０１７年３月号 マキノ

資料名 著者名 出版者

1 少年時代 高倉 健 集英社

2 直虎と直政 岳 真也 作品社

3 カズサビーチ 山本 一力 新潮社

4 挑戦者たち 法月 綸太郎 新潮社

5
Harry Potter
 and the Deathly Hallows

J.K. Rowling Bloomsbury

6 屋根をかける人 門井 慶喜 KADOKAWA

7 おまつり万歳! たかぎ なおこ 文藝春秋

8 おんな城主直虎　　１ 森下 佳子 NHK出版

9 さまよえる古道具屋の物語 柴田 よしき 新潮社

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌

所蔵館：菱刈図書館　 資料区分  ：一般



10 悪意の迷路 日本推理作家協会 光文社

11 トランプ
ワシントン　ポスト
取材班

文藝春秋

12 七月に流れる花 恩田 陸 講談社

13 八月は冷たい城 恩田 陸 講談社

14 面白くて眠れなくなる天文学 縣 秀彦
PHP
エディターズ・グループ

15 i 西 加奈子 ポプラ社

16 溝猫長屋祠之怪 輪渡 颯介 講談社

17 ジェリーフィッシュは凍らない 市川 憂人 東京創元社

18 図書館ねこベイカー&テイラー ジャン　ラウチ 早川書房

19 笑って、泣いて、考えて。 永 六輔 小学館

20 走狗 伊東 潤 中央公論新社

21 許されようとは思いません 芦沢 央 新潮社

22 マチネの終わりに 平野 啓一郎 毎日新聞出版

23 静かな炎天 若竹 七海 文藝春秋

24 また、桜の国で 須賀 しのぶ 祥伝社

25 高みへ大人の山岳部 笹倉 孝昭 東京新聞

26
中学生・高校生の仕事ガイド
2017-2018年版

進路情報研究会 桐書房

27 鳥のフィールドサイン観察ガイド 箕輪 義隆 文一総合出版

28 やり抜く力 アンジェラ ダックワース ダイヤモンド社

29 おとなの半幅帯結びスタイルブック 弓岡 勝美 世界文化社

30 香りを楽しむ庭木の本 三上 常夫 講談社



31 図説英国ファンタジーの世界 奥田 実紀 河出書房新社

32
Harry Potter
 and the philosopher's stone

J.K. Rowling Bloomsbury

33 おんな城主 井伊直虎その謎と魅力 石田 雅彦 アスペクト

34 蜜蜂と遠雷 恩田 陸 幻冬舎

35 果てしなき追跡 逢坂 剛 中央公論新社

36 涙香迷宮 竹本 健治 講談社

37 ジャック・リッチーのびっくりパレード ジャック　リッチー 早川書房

38 蒲公英(ダンデライオン)王朝記　　　１ ケン　リュウ 早川書房

39 蒲公英(ダンデライオン)王朝記　　　２ ケン　リュウ 早川書房

40 聖女の毒杯 井上 真偽 講談社

41 はじめてスノーボード スノーボーダー編集部 実業之日本社

42 はじめての水引アレンジ 長浦 ちえ 世界文化社

43 大分・別府 由布院　　　１７ 昭文社

44 じゃがいもデ版画 山室 眞二 求龍堂

45
ノッポさんの
「小さい人」となかよくできるかな?

高見 のっぽ 小学館

46 明日の食卓 椰月 美智子 KADOKAWA

47 サロメ 原田 マハ 文藝春秋

48 幻庵　　上 百田 尚樹 文藝春秋

49 初女さんのお漬け物 佐藤 初女 主婦の友社

50
Harry Potter
 and the goblet of fire

J.K. Rowling Bloomsbury

51
Harry Potter
 and the Order of the Phoenix

J.K. Rowling Bloomsbury



52
Harry Potter
 and the prisoner of Azkaban

J.K. Rowling Bloomsbury

53
Harry Potter
 and the Half‐Blood Prince

J.K. Rowling Bloomsbury

54 おね　下 田渕 久美子 NHK出版

55
Harry Potter
 and the Chamber of Secrets

J.K. Rowling Bloomsbury

56 美しい国への旅 田中 慎弥 集英社

57 カブールの園 宮内 悠介 文藝春秋

58 シリコンバレーで起きている本当のこと 宮地 ゆう 朝日新聞出版

59 木もれ日を縫う 谷 瑞恵 集英社

60 こうじ甘酒レシピ作りおき 伏木 暢顕 小学館

61 高千穂伝説殺人事件 内田 康夫 角川書店

62 こどもに作ってあげたいもの 日本ヴォーグ社

63 小説君の名は。 新海 誠 KADOKAWA

64
美肌のために、知っておきたい
化粧品成分表示のかんたん読み方手帳

久光 一誠 永岡書店

65 おね　　上 田渕 久美子 NHK出版

66 グローバライズ 木下 古栗 河出書房新社

67 使えるきのこレシピ 野永 喜三夫 柴田書店

68 幻庵　　下 百田 尚樹 文藝春秋

資料名 著者名 出版者

69 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原 ゆたか ポプラ社

70 だるまちゃんとにおうちゃん 加古 里子 福音館書店

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



71 おにはそと!ふくはうち! いもと ようこ 金の星社

72 へんてこだより 斉藤 洋 小峰書店

73 Howl's moving castle Diana Wynne Jones
HarperCollins Children's
Books

74 つくってみよう!発酵食品 中居 惠子 ほるぷ出版

75 学校で知っておきたい著作権　　１ 小寺 信良 汐文社

76 鷹のように帆をあげて まはら 三桃 講談社

77 しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ 武田 美穂 ほるぷ出版

78 くだものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ ポプラ社

79 ヨーレのクマー 宮部 みゆき KADOKAWA

80 バレエ物語集
ジェラルディン
マコックラン

偕成社

81 スター・オブ・デルトラ　１ エミリー　ロッダ KADOKAWA

82 さてさて、きょうのおはなしは… 瀬田 貞二 福音館書店

83 火災のサバイバル スウィートファクトリー 朝日新聞出版

84 にっこりおすしとわさびくん 佐川 芳枝 講談社

85 マルゲリータのまるちゃん 井上 林子 講談社

86 14歳 小林 深雪 講談社

87 でんでんでんしゃ 谷川 俊太郎 交通新聞社

88 いとしの毛玉ちゃん 室井 滋 金の星社

89 電車大集合1922点 広田 尚敬 講談社

90 わたし、お月さま 青山 七恵 NHK出版

91 なかないで、アーサー
エマ チチェスター
クラーク

徳間書店



92 おむかえパパ ナディーヌ　ブランコム 主婦の友社

93 塩田の運動会 那須 正幹 福音館書店

94 ひいな いとう みく 小学館

95 ここからだしてくれ～! セドリック　ラマディエ ポプラ社

96 まめまきバス 藤本 ともひこ 鈴木出版

97 走れ!!機関車 ブライアン　フロッカ 偕成社

98 クララ
エミリー
アーノルド　マッカリー

BL出版

99 ねぎぼうずのあさたろう　１０ 飯野 和好 福音館書店


