
資料名 著者名 出版者

1 アリスのさくらんぼ やなせ たかし 復刊ドットコム

2 くらやみガールズトーク 朱野 帰子 KADOKAWA

3 図解超早わかり18歳成人と法律 南部 義典 シーアンドアール研究所

4 梟の一族 福田 和代 集英社

5 みかんとひよどり 近藤 史恵 KADOKAWA

6 お茶壺道中 梶 よう子 KADOKAWA

7 残りものには、過去がある 中江 有里 新潮社

8 どの絵本読んだらいいですか? 向井 惇子 かもがわ出版

9 いいことずくめの水煮缶レシピ 藤本 なおよ 東京書店

10 山中伸弥人体を語る 山中 伸弥 小学館クリエイティブ

11 イシイカナコが笑うなら 額賀 澪 KADOKAWA

12 陰陽師  女蛇ノ巻 夢枕 獏 文藝春秋

13
もっと心とカラダを整えるおとなのための
1分音読

山口 謠司 自由国民社

14 こうして誰もいなくなった 有栖川 有栖 KADOKAWA

15 死にがいを求めて生きているの 朝井 リョウ 中央公論新社

16 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記 藤子　F　不二雄 小学館

17 天皇家全系図 井筒 清次 河出書房新社

18 見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド 梶ケ谷 博 緑書房

19 明日の平和をさがす本 宇野 和美 岩崎書店

20 やさしいバナナのお菓子 若山 曜子 誠文堂新光社

21 厨房から台所へ タサン志麻 ダイヤモンド社

22 10代のための疲れた心がラクになる本 長沼 睦雄 誠文堂新光社

所蔵館：菱刈図書館   資料区分 ：一般



23 鼻は1分でよくなる! 今野 清志 自由国民社

24 誰も教えてくれないイベントの教科書 テリー植田 本の雑誌社

25 プレゼンの語彙力 下地 寛也 KADOKAWA

26 最速!清潔感 加藤 智一 大和書房

27 科学の誤解大全 マット　ブラウン
日経ナショナルジオグラ
フィック社

28 リンパ浮腫のことがよくわかる本 宇津木 久仁子 講談社

29
今すぐ使えるかんたんWord & Excel
2019

技術評論社編集部 技術評論社

30 渦 大島 真寿美 文藝春秋

31 冷凍保存で作る1週間のお弁当キット 川上 文代 誠文堂新光社

32 考えないお弁当 前田 量子 主婦の友社

33
全国高等学校野球選手権大会100回史  上
巻

朝日新聞社 朝日新聞出版

34 真実の航跡 伊東 潤 集英社

35 トイレで読む、トイレのためのトイレ小説 雹月 あさみ KADOKAWA

36 なりたい自分は髪でつくる 砂原 由弥 誠文堂新光社

37 ハラスメントゲーム 井上 由美子 河出書房新社

38 仕事を効率化するビジネス文具 菅 未里 ポプラ社

39 中野のお父さんは謎を解くか 北村 薫 文藝春秋

40
人生100年時代を元気に楽しむための還暦
筋トレ

坂詰 真二 山と溪谷社

41  黒田 健太郎 家の光協会

42 惚れぼれ文具 小日向 京 枻出版社

43 日本一美味しいのり弁の作り方 杵島 直美 日東書院本社

44 カゲロボ 木皿 泉 新潮社

45
全国高等学校野球選手権大会100回史  下
巻

朝日新聞社 朝日新聞出版



46 みそ玉 村上 祥子 永岡書店

47 園児べんとうBEST260 阪下 千恵 枻出版社

48 コンロ1つで自炊Lesson 金丸 絵里加 主婦の友社

49 はじめて学ぶLGBT 石田 仁 ナツメ社

50 鬼憑き十兵衛 大塚 已愛 新潮社

51
遊べる!飾れる!折り紙で作るおはなし指人
形  世界の童話編

いしばし なおこ 世界文化社

52 たっぷり!年中行事シアター ひかりのくに編集部 ひかりのくに

53 飛族 村田 喜代子 文藝春秋

54 落花 澤田 瞳子 中央公論新社

55 切手もの知りBook 田辺 龍太 郵趣サービス社(発売)

56 これからも作り続けるわたしの洋食 石原 洋子 家の光協会

57
季節や行事で楽しむかわいい壁面かざり
12か月

学研プラス

58 レフトハンド・ブラザーフッド 知念 実希人 文藝春秋

59 かんたん!楽しい壁面かざりアイデア集 ブティック社

60 少年は死になさい…美しく 新堂 冬樹 中央公論新社

61 肖像彫刻家 篠田 節子 新潮社

62 崩壊の森 本城 雅人 文藝春秋

63 社員ハンドブック   2019年度版 清話会出版 清話会出版

資料名 出版者

64 水はどこから来るのか? 高堂 彰二 PHP研究所

65 はさんで楽しいきほんのサンドイッチ 寺西 恵里子 汐文社

66 でこぼこホットケーキ よしだ あつこ 世界文化社

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：児童



67 ぱんだんす やまぐち りりこ アリス館

68 みんなとちがうきみだけど
ジャクリーン　ウッドソ
ン

汐文社

69 もぐらのいえ 松屋 真由子 くもん出版

70 ぬにゅ～ぽんぽん ちかつ たけお KADOKAWA

71 悪ガキ7 宗田 理 静山社

72 へいわとせんそう たにかわ しゅんたろう ブロンズ新社

73 しょくぱんちゃん6しまい ささき みお 鈴木出版

74 シリルとパット ともだちになろう エミリー　グラヴェット フレーベル館

75 明治日本の産業革命遺産 小風 秀雅 PHP研究所

76
「できごと」と「くらし」から知る戦争の
46か月

大石 学 学研プラス

77 おさいふのかみさま 苅田 澄子 フレーベル館

78 サムとぶらぶら アリソン　アトリー 福音館書店

79 てんしき 川端 誠　絵 KADOKAWA

80 カイとティムよるのぼうけん 石井 睦美 アリス館

81 ありちゃんあいうえお かこ さとし 講談社

82 チコちゃんに叱られる 海老 克哉 文溪堂

83 統計と地図の見方・使い方 渡辺 美智子 PHP研究所

84 カーたろうとこけしっぺ 山田 美津子 理論社

85 慣用句キャラクター図鑑 深谷 圭助 日本図書センター

86 ヒトの体にすみつく生き物 辨野 義己 PHP研究所

87 アクティブ・ラーニング  学習発表編 西岡 加名恵 PHP研究所

88 はるのくさばなあそび 佐野 高太郎 ひさかたチャイルド



89

フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろ
うがっこう  こわいものにであったらのま
き

いとう ひろし 徳間書店

90 こどもドラッカーのことば 齋藤 孝 日本図書センター

91 よくわかるユニバーサルデザイン 柏原 士郎 PHP研究所

92 いまのわたしにできること リサ　パップ WAVE出版

93 いつか、太陽の船 村中 李衣 新日本出版社

94 ごみはどこへ行くのか? 熊本 一規 PHP研究所

95 世界一おもしろいくらべっこ大図鑑 クライヴ　ギフォード 河出書房新社

96 嵐をしずめたネコの歌 アントニア　バーバー 徳間書店

資料名 出版者

97 婦人公論 2019年3/12号 中央公論社

98 オレンジページ 2019年3/17号 ㈱オレンジページ

99 ＥＳＳＥ 2019年4月号 （株）扶桑社

100 TJカゴシマ 2019年4月号

101 ウィズ 2019年4月号 講談社

102 CHANTO 2019年4月号 主婦と生活社

103 婦人公論 2019年3/26号 中央公論社

104 オレンジページ 2019年4/2号 ㈱オレンジページ

所蔵館：菱刈図書館 　資料区分  ：雑誌


