
資料名 著者名 出版者

1 アルツ村 南 杏子 講談社

2 いきもの六法 中島 慶二 山と溪谷社

3 うまれることば、しぬことば 酒井 順子 集英社

4 エダマメ 藤田 智 NHK出版

5 おしゃべりな部屋 川村 元気 中央公論新社

6 カムカムマリコ 林 真理子 藝春秋

7 コールセンターもしもし日記 吉川 徹 三五館シンシャ

8 さよならに反する現象 乙一 KADOKAWA

9 ショートケーキ。 坂木 司 藝春秋

10 スタッフロール 深緑 野分 藝春秋

11 たづちゃんノート 新美 千恵子 まこといちオフィス

12 ついでにジェントルメン 柚木 麻子 藝春秋

13 デッドスペースDIY 石井 麻紀子 誠堂新光社

14
なんでも見つかる夜に、

こころだけが見つからない
東畑 開人 新潮社

15 ロング・アフタヌーン 葉真中 顕 中央公論新社

16 引力の欠落 上田 岳弘 KADOKAWA

17 温暖化に負けない!バラ栽培のすべて 鈴木 満男 NHK出版

18 夏の体温 瀬尾 まいこ 双葉社

19 花屋さんが言うことには 山本 幸久 ポプラ社

20 花嫁、街道を行く 赤川 次郎 実業之日本社

21 看守の信念 城山 真一 宝島社

22 季節を味わう手仕事レシピ スズキ エミ 主婦の友社

23 刑事弁護人 薬丸 岳 新潮社

24 月の王 馳 星周 KADOKAWA

４月　所蔵館 ：菱刈図書館　資料区分 ：一般



25 月曜日は水玉の犬 恩田 陸 筑摩書房

26 古本食堂 原田 ひ香 角川春樹事務所

27 孤独を抱きしめて 下重 暁子 宝島社

28 菜の花の道 藤原 緋沙子 KADOKAWA

29 紙鑑定士の事件ファイル　２ 歌田 年 宝島社

30 時計屋探偵の冒険 大山 誠一郎 実業之日本社

31 実家の空き家問題を解決する! 主婦の友社 主婦の友社

32
弱った親と自分を守る

お金とおトクなサービス超入門
安藤 なつ KADOKAWA

33 図書室のはこぶね 名取 佐和子 実業之日本社

34 世界が青くなったら 武田 綾乃 藝春秋

35 脱北航路 月村 了衛 幻冬舎

36 長寿の体幹トレーニング 澤木 一貴 大和書房

37 庭の楽しみ 境野 隆祐 翔泳社

38 博士の長靴 瀧羽 麻子 ポプラ社

39 彼女が知らない隣人たち あさの あつこ KADOKAWA

40 母子草の記憶 小杉 健治 双葉社

41 無明 今野 敏 幻冬舎

42 名探偵・浅見光彦全短編 内田 康夫 光社

資料名 著者名 出版者

43 あっちもこっちもこの世はもれなく いとう みく PHP研究所

44
えんどうまめばあさんとそらまめじいさんの

いそがしい毎日
松岡 享子 福音館書店

45 おきがえあそび きむら ゆういち 偕成社

46 かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ シンスケ 白泉社

47 くだもののずかん 大森 裕子 白泉社

48 くつくつあるけ 林 明子 福音館書店

4月　所蔵館 ：菱刈図書館　資料区分 ：児童



49 スサノオとオオナムチ 飯野 和好 パイインターナショナル

50 たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや みわ 学研教育みらい

51 トントンとリッキのかいぞくせん やえがし なおこ 講談社

52 ないしょないしょのももんちゃん とよた かずひこ 童心社

53 なまけていません。 大塚 健太 パイインターナショナル

54 ぱなしくん 柴田 ケイコ PHP研究所

55 はるのにわで 澤口 たまみ 福音館書店

56 まちのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

57 モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉 幸子 小峰書店

58 ゆきちゃんは、ぼくのともだち! 武田 美穂 童心社

59 わたしのかぞくみんなのかぞく サラ　オレアリー あかね書房

60 学校のおばけずかん ハイ! 斉藤 洋 講談社

61 香君　上 上橋 菜穂子 藝春秋

62 香君　下 上橋 菜穂子 藝春秋

63 地下鉄のサバイバル　2月 ゴムドリco. 朝日新聞出版

64 病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子 講談社

資料名 出版者

65 ＥＳＳＥ 2022年5月号 扶桑社

66 LEE 2022年5月号 集英社

67 TJカゴシマ 2022年4月号

68 TJカゴシマ 2022年5月号

69 ウィズ 2022年5月号 講談社

70 オレンジページ 2022年4/2号 ㈱オレンジページ

71 オレンジページ 2022年4/17号 ㈱オレンジページ

72 オレンジページ 2022年5/2号 ㈱オレンジページ

４月　所蔵館 ：菱刈図書館　資料区分 ：雑誌



73 すてきにハンドメイド 2022年4月号 ＮＨＫ出版

74 すてきにハンドメイド 2022年5月号 ＮＨＫ出版

75 趣味の園芸 2022年4月号 日本放送出版協会

76 趣味の園芸 2022年5月号 日本放送出版協会

77 婦人公論 2022年5月号 中央公論社

78 暮しの手帖 17号  春号（4-5月号） 暮しの手帖社


