
資料名 著者名 出版者

1 なにしろ、親のごはんが気になるもので。 金子 文恵 家の光協会

2 アドラー人生の意味の心理学 岸見 一郎 NHK出版

3 119 長岡 弘樹 文藝春秋

4 ハッピーアワーは終わらない 東川 篤哉 新潮社

5
父母&保育園の先生おすすめの赤ちゃん絵
本200冊

絵本ナビ 玄光社

6 平安ガールフレンズ 酒井 順子 KADOKAWA

7 ハロー・ワールド 藤井 太洋 講談社

8 バシレウス 塚本 青史 NHK出版

9 玄宗皇帝 塚本 青史 潮出版社

10 キャバレー ビートたけし 文藝春秋

11 間接護身入門 葛西 眞彦 日貿出版社

12 ペコロスの母に会いに行く　続 岡野 雄一 西日本新聞社

13 散歩で見かける草花・雑草図鑑 鈴木 庸夫写真 創英社

14 織田一の男、丹羽長秀 佐々木 功 光文社

15
国立国際医療研究センター病院の一生役立
つ糖尿病レシピ410

大杉 満 西東社

16 奄美群島の水生生物
鹿児島大学生物多様性研
究会

南方新社

17 ヒマラヤに学校をつくる 吉岡 大祐 旬報社

18 海馬亭通信　2 村山 早紀 ポプラ社

19 ヴァン・ショーをあなたに 近藤 史恵 東京創元社

20 笑え、シャイロック 中山 七里 KADOKAWA

21 育休刑事(デカ) 似鳥 鶏 幻冬舎

22 あなたも明日は裁判員!? 飯 考行 日本評論社

23 Windows 10完全ガイド 井上 香緒里 SBクリエイティブ
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24 アンド・アイ・ラブ・ハー 小路 幸也 集英社

25 なかなかいい生き方 平岩 弓枝 埼玉福祉会

26
行列のできる人気女性FPが教えるお金を貯
める守る増やす超正解30

井澤 江美 東洋経済新報社

27 孟司と誠の健康生活委員会 養老 孟司 文藝春秋

28 見仏記　道草篇 いとう せいこう KADOKAWA

29 頑張らないおしゃれ 板倉 直子 主婦と生活社

30 孤独のすすめ[正] 五木 寛之 中央公論新社

31 中川李枝子 中川 李枝子 平凡社

32 さよなら、仏教 高橋 卓志 亜紀書房

33 ＥＳＳＥ　2019年6月号 （株）扶桑社

34 ナチュラルおそうじ大全 本橋 ひろえ 主婦の友社

35 0歳から楽しめるふわふわタオルあそび 松家 まきこ 学研教育みらい

36 最高のチャーハン50 しらい のりこ 家の光協会

37 しあわせしりとり 益田 ミリ ミシマ社

38 おうちおやつ 森崎 繭香 文化学園文化出版局

39 美しき愚かものたちのタブロー 原田 マハ 文藝春秋

40 ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤 旬子 文藝春秋

41 市原悦子ことばの宝物 市原 悦子 主婦の友社

42 ぬか漬け帖 有元 葉子 筑摩書房

43 ひよこ太陽 田中 慎弥 新潮社

44 キュー 上田 岳弘 新潮社

45 夫婦ふたり分!体が喜ぶ!シニアごはん 金丸 絵里加 枻出版社

46 子育てのきほん 佐々木 正美 ポプラ社

47 熊本・阿蘇　20 昭文社

48 シニアビューティヘア テルイ タカヒロ 講談社



49 あとは切手を、一枚貼るだけ 小川 洋子 中央公論新社

50 偽りの春 降田 天 KADOKAWA

51 サリエルの命題 楡 周平 講談社

52 限界病院 久間 十義 新潮社

53 旅は道づれきりきり舞い 諸田 玲子 光文社

54 孤独のすすめ　続 五木 寛之 中央公論新社

55 昭和の怪物七つの謎[正] 保阪 正康 講談社

56 椿宿の辺りに 梨木 香歩 朝日新聞出版

57
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とん
でもなくわかりやすい経済の話。

ヤニス　バルファキス ダイヤモンド社

58 じじばばのるつぼ 群 ようこ 新潮社

59
病院というヘンテコな場所が教えてくれた
コト。

仲本 りさ いろは出版

60 アイスクリーム&シャーベット 木村 幸子 主婦の友インフォス

61 食べつなぐレシピ 按田 優子 家の光協会

62 コイコワレ 乾 ルカ 中央公論新社

63 野菜とハーブの水耕栽培 北条 雅章 ブティック社

64 ハンドメイドの宝石せっけんの教科書 木下 和美 エクスナレッジ

65 月人壮士(おとこ) 澤田 瞳子 中央公論新社

66 エンドオブスカイ 雪乃 紗衣 講談社

67
はじめてでもきちんと作れるゆかた、甚
平、作務衣

日本ヴォーグ社

68 大人の水泳 笹原 辰夫 日本文芸社

69
やさしすぎるあなたがくたびれないための
介護ハンドブック

東田 勉 大和書房

資料名 著者名 出版者

70 かおかおどんなかお 柳原 良平 こぐま社

71 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー　トーマス 岩崎書店
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72 ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

73 夏とおとうとと ふくだ いわお 光村教育図書

74 みんなのおねがい すとう あさえぶん ほるぷ出版

75 チャレンジミッケ!　10 ウォルター　ウィック 小学館

76 ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい 偕成社

77 ダーウィンの「種の起源」 サビーナ　ラデヴァ 岩波書店

78 さんびきのおさる あべ けんじ 福音館書店

79
体育のにがてを克服!小学生の運動上達のコ
ツ50

米田 功 メイツ出版

80 オニのサラリーマン じごくの盆やすみ 富安 陽子 福音館書店

81 とんたんイスたん 新井 洋行 大日本図書

82 たいよう
ステイシー　マカナル
ティー

小学館

83 ちゅるちゅる 視覚デザイン研究所 視覚デザイン研究所

84 ぽんぽんポコポコ 長谷川 義史 金の星社

85 タコやん 富安 陽子ぶん 福音館書店

86 あの扉、気になるけど s**t kingz マガジンハウス

87 999ひきのきょうだいのほしをさがしに 木村 研 ひさかたチャイルド

88 どうぶつパンやさん さとう めぐみ ひかりのくに

89
おしりたんてい かいとうとねらわれたはな
よめ

トロル ポプラ社

90 この川のむこうに君がいる 濱野 京子 理論社

91 サイド・トラック
ダイアナ　ハーモン　ア
シャー

評論社

92 とんかちこぞうとねこざかな わたなべ ゆういち フレーベル館

93 職員室の日曜日 村上 しいこ 講談社

94 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　11 廣嶋 玲子 偕成社

95 しょうがっこうがだいすき うい 学研プラス

96 ワニをつかまえたこざるのおはなし メイ　ダランソン 徳間書店



97 日本の古生物大研究 冨田 幸光 PHP研究所

98 火星のカレー 斉藤 洋 講談社

99 へんしんバス あきやま ただし 金の星社

100 カタツムリ小笠原へ 千葉 聡 福音館書店

101 くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわ ゆみこ アリス館

102 最後のドラゴン ガレット　ワイヤー あすなろ書房

103 ちきゅうがわれた! 田島 征三 ひだまり舎

104 ゆりかごのうた 北原 白秋 ひさかたチャイルド

105 どんどこももんちゃん とよた かずひこ 童心社

106 旅するこどもの英語 コンデックス情報研究所 成美堂出版

107 めのはなし 堀内 誠一 福音館書店

108 どうぶつたちのナンセンス絵本 マリー　ホール　エッツ KTC中央出版

109 なまえのないねこ 竹下 文子 小峰書店

110 ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ 正一 くもん出版

111 よろしくパンダ広告社 間部 香代 学研プラス

112 むかしのしょうぼういまのしょうぼう 山本 忠敬 福音館書店

113 かずくらべ 西内 久典 福音館書店

114 まじょのナニーさん[5] 藤 真知子 ポプラ社

115 あららのはたけ 村中 李衣 偕成社

116 ジュース 三木 卓 鈴木出版

117 星の旅人 小前 亮 小峰書店

118 まくらからくま コジヤジコ 岩崎書店

119 ぞうのヘンリエッタさん リズ　ウォン 岩崎書店

120 もしもだるまにであったら 山田 マチ あかね書房

121 2030年のハローワーク 図子 慧 KADOKAWA



122 あまがえるのかくれんぼ たての ひろし 世界文化社

123 ぼくがいちばんききたいことは アヴィ ほるぷ出版

124 ノンタンたいそう1・2・3 キヨノ サチコ 偕成社

125 タケの大研究 内村 悦三 PHP研究所

126 中西進の万葉みらい塾 中西 進 朝日新聞出版

127 オレンジページ 2019年6/17号 ㈱オレンジページ

128 婦人公論 2019年 6/11号 中央公論社

129 オレンジページ 2019年7/2号 ㈱オレンジページ

130 ウィズ 2019年6月号 講談社

131 婦人公論 2019年6/25号 中央公論社

132 CHANTO 2019年7月号 主婦と生活社

133 すてきにハンドメイド 2019年7月号 ＮＨＫ出版

134 婦人公論 2019年7/9号 中央公論社

135 趣味の園芸 2019年7月号 日本放送出版協会

136 TJカゴシマ 2019年7月号
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