
資料名 著者名 出版者

1 最新!赤ちゃんの病気新百科 横田 俊一郎 ベネッセコーポレーション

2 こんな夜更けにバナナかよ 渡辺 一史 北海道新聞社

3 サカナとヤクザ 鈴木 智彦 小学館

4 大統領失踪　下 ビル　クリントン 早川書房

5 大統領失踪　上 ビル　クリントン 早川書房

6 いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川 佐和子 中央公論新社

7 女の不作法 内館 牧子 幻冬舎

8 ゴールデン街コーリング 馳 星周 KADOKAWA

9 有村家のその日まで 尾崎 英子 光文社

10 ともだちってどんなひと? 赤木 かん子 埼玉福祉会出版部

11 牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 内館 牧子 主婦の友社

12 つくもがみ笑います 畠中 恵 KADOKAWA

13 知覧と指宿枕崎線の間 西村 京太郎 KADOKAWA

14 男の不作法 内館 牧子 幻冬舎

15 命の限り、笑って生きたい 瀬戸内 寂聴 光文社

16 グラスバードは還らない 市川 憂人 東京創元社

17 堤信子のつつみ紙コレクション 堤 信子 玄光社

18 一切なりゆき 樹木 希林 文藝春秋

19 還暦着物日記 群 ようこ 文藝春秋

20 この地上において私たちを満足させるもの 乙川 優三郎 新潮社

21 酷道大百科 鹿取 茂雄 実業之日本社

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：一般



22
府中三億円事件を計画・実行したのは私で
す。

白田 ポプラ社

23 境内ではお静かに 天祢 涼 光文社

24 ゆえに、警官は見護(みつめ)る 日明 恩 双葉社

25 さよならの夜食カフェ 古内 一絵 中央公論新社

26 大人の流儀　8 伊集院 静 講談社

27 太陽ときみの声　2 川端 裕人 朝日学生新聞社

28
手紙とはがきの書き出しと結びきちんとマ
ナーハンドブック

杉本 祐子 主婦の友社

29 うちの子もいじめられました 鈴木 真治 WAVE出版

30 幸せについて 谷川 俊太郎 ナナロク社

31 基本が身につく書道の教科書 青山 浩之 池田書店

32
あなたがひとりで生きていく時に知ってお
いてほしいこと

辰巳 渚 文藝春秋

33 テレビ探偵 小路 幸也 KADOKAWA

34 死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館 増山 かおり エクスナレッジ

35 陰陽五行でわかる日本のならわし 長田 なお 淡交社

36
運転をあきらめないシニアの本音と新・対
策

岩越 和紀 JAFメディアワークス

37 やせる!健康になる!いわし缶レシピ 工藤 孝文 洋泉社

38 冥界からの電話 佐藤 愛子 新潮社

39 跳ぶ男 青山 文平 文藝春秋

40 魔法の絞り出しクッキー 信太 康代 誠文堂新光社

資料名 著者名 出版者

41 ルイジンニョ少年 かどの えいこ ポプラ社

42 スケッチブック ちば るりこ 学研プラス

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：児童



43 風と行く者 上橋 菜穂子 偕成社

44 3分後にゾッとする話　2 並木 伸一郎 理論社

45 みずとはなんじゃ? かこ さとし 小峰書店

46 かいけつゾロリロボット大さくせん 原 ゆたか ポプラ社

47 ぼく、仮面ライダーになる　ジオウ編 のぶみ 講談社

48 ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子 講談社

49 受取人、不在につき 赤川 次郎 汐文社

50 ウィリーのぼうけん
マーガレット　ワイズ
ブラウン

福音館書店

51
グレッグのダメ日記 さすがに、へとへとだ
よ

ジェフ　キニー ポプラ社

52 あるひありのアントニオくん 石津 ちひろ ポプラ社

53
おしりたんてい ププッゆきやまのしろいか
いぶつ!?

トロル ポプラ社

54 おにのおにいさん さいとう しのぶ ひさかたチャイルド

55 ぼくは本を読んでいる。 ひこ　田中 講談社

56 さらわれたオレオマーガリン王子 マーク　トウェイン 福音館書店

57 やぎこ先生いちねんせい ななもり さちこ 福音館書店

資料名 著者名 出版者

58 ウィズ 2019年2月号 講談社

59 婦人公論 2019年1/22号 中央公論社

60 オレンジページ 2019年1/17号 ㈱オレンジページ

61 趣味の園芸 2019年1月号 日本放送出版協会

62 オレンジページ 2019年1/2号 ㈱オレンジページ

63 すてきにハンドメイド 2019年1月号 ＮＨＫ出版

所蔵館     ：菱刈図書館   資料区分  ：雑誌



64 TJカゴシマ 2019年1月号

65 TJカゴシマ 2019年2月号

66 すてきにハンドメイド 2019年2月号 ＮＨＫ出版

67 趣味の園芸 2019年2月号 日本放送出版協会

68 オレンジページ 2019年2/2号 ㈱オレンジページ

69 ＥＳＳＥ 2019年2月号 （株）扶桑社

70 CHANTO 2019年2月号 主婦と生活社


