
資料名 著者名 出版者

1 100年後も読み継がれる児童文学の書き方 村山 早紀 立東舎

2 47都道府県日本全国地元食図鑑 菅原 佳己 平凡社

3 ウルトラ図解骨粗鬆症 竹内 靖博 法研

4 おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 講談社

5 おうちでできる世界のおそうざい 荻野 恭子 河出書房新社

6 きれいに作れる帽子 赤峰 清香 主婦と生活社

7 クジラの骨と僕らの未来 中村 玄 理論社

8 くるまの娘 宇佐見 りん 河出書房新社

9 スクイッド荘の殺人 東川 篤哉 光文社

10 にごりの月に誘われ 本城 雅人 東京創元社

11 はじめての実用おりがみ 小林 一夫 朝日新聞出版

12 パパイヤ・ママイヤ 乗代 雄介 小学館

13 パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち 朝日新聞出版

14 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 幻冬舎

15 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社

16 やめるな外科医 中山 祐次郎 幻冬舎

17 レンチン!ごほうびひとりごはん rina 学研プラス

18 阿茶 村木 嵐 幻冬舎

19 夏が破れる 新庄 耕 小学館

20 花散る里の病棟 帚木 蓬生 新潮社

21 泣き虫先生 ねじめ 正一 新日本出版社

22 競争の番人 新川 帆立 講談社

23 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 宝島社

24 公孫龍　巻２ 宮城谷 昌光 新潮社
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25 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子 国土社

26 今日から減酒! 倉持 穣 主婦の友社

27 今日のうどん 満留 邦子 成美堂出版

28 今日を楽しく生きる 瀬戸内 寂聴 祥伝社

29 三十の反撃 ソン ウォンピョン 祥伝社

30 子どもから話したくなる「かぞくかいぎ」の秘密 玉居子 泰子 白夜書房

31 自転車キャンプ大全 田村 浩 技術評論社

32 手ぬいで作るリラックスできる気持ちのいい服 高橋 恵美子 ブティック社

33 十津川警部殺意は列車とともに 西村 京太郎 徳間書店

34 渚の螢火 坂上 泉 双葉社

35 小さき王たち　第１部 堂場 瞬一 早川書房

36 石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原 洋子 主婦と生活社

37 折れない言葉 五木 寛之 毎日新聞出版

38 戴天 千葉 ともこ 文藝春秋

39 大人の流儀　11 伊集院 静 講談社

40 大人への手順 伊集院 静 文藝春秋

41 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 角川春樹事務所

42 短歌の時間 東 直子編 春陽堂書店

43 中島みゆき詩集 中島 みゆき 角川春樹事務所

44 長田弘詩集 長田 弘 角川春樹事務所

45 鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 寺本 光照 山川出版社

46 天下を買った女 伊東 潤 KADOKAWA

47 二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ 祥伝社

48 日本の合戦解剖図鑑 本郷 和人 エクスナレッジ

49 爆弾 呉 勝浩 講談社

50 布武の果て 上田 秀人 集英社



51 風に訊け 佐伯 泰英 文藝春秋

52 夢伝い 宇佐美 まこと 集英社

53 流転 笹本 稜平 双葉社

54 老～い、どん!　２ 樋口 恵子 婦人之友社

資料名 著者名 出版者

55 111本の木 リナ　シン 光村教育図書

56 SDGsキャラクター図鑑 秋山 宏次郎 日本図書センター

57 あかちゃんあかちゃん おおの たろう 大泉書店

58 うろおぼえ一家のパーティー 出口 かずみ 理論社

59 おすしやさんにいらっしゃい! おかだ だいすけ 岩崎書店

60 おなおしやのミケばあちゃん 尾崎 玄一郎 偕成社

61 おんぷちゃんとねこ とよた かずひこ ひさかたチャイルド

62 この世界からサイがいなくなってしまう 味田村 太郎 学研プラス

63 ざんねんないきもの事典　やっぱり 今泉 忠明 高橋書店

64 ジェニーのぼうし エズラ　ジャック　キーツ 好学社

65 すうがくでせかいをみるの ミゲル　タンコ ほるぷ出版

66 ずかん・じどうしゃ 山本 忠敬 福音館書店

67 すずばあちゃんのおくりもの 最上 一平 新日本出版社

68 せかいのくにでいただきます! 野村 たかあき 講談社

69 セカイを科学せよ! 安田 夏菜 講談社

70 た 田島 征三 佼成出版社

71 チョコレートタッチ
パトリック　スキーン

キャトリング
文研出版

72 ともだち くすのき しげのり 小学館

73 ないしょの五日間 岡田 淳 偕成社

74 ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン　アーヴェリス 評論社
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75 パンダのんびりたいそう いりやま さとし 講談社

76 ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社

77 ふしぎ駄菓子屋銭天堂17 廣嶋 玲子 偕成社

78 まねっこぴたっ!どうぶつ まつした さゆり ほるぷ出版

79 みんなが知りたい!「日本の山」のすべて 「日本の山のすべて」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

80 もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎 KADOKAWA

81 ライラックどおりのおひるごはん フェリシタ　サラ BL出版

82 らんらんランドセル モリナガ ヨウ めくるむ

83 りんごの木を植えて 大谷 美和子 ポプラ社

84 わたしはいいこ? えがしら みちこ 小学館

85 海を見た日 M.G.ヘネシー 鈴木出版

86 建築家になりたい君へ 隈 研吾 河出書房新社

87 捨てないパン屋の挑戦 井出 留美 あかね書房

88 十年屋６ 廣嶋 玲子 静山社

89
小学生のサッカー実力アップ
のための最強トレーニング

バディサッカークラブ メイツユニバーサルコンテンツ

90 天の蚕が夢をつむぐ 谷本 雄治 フレーベル館

91 風の神送れよ 熊谷 千世子 小峰書店

資料名 出版者

92 ＥＳＳＥ 2022年6月号 扶桑社

93 LEE 2022年6月号 集英社

94 TJカゴシマ 2022年6月号

95 オレンジページ 2022年5/17号 ㈱オレンジページ

96 オレンジページ 2022年6/2号 ㈱オレンジページ

97 すてきにハンドメイド 2022年6月号 ＮＨＫ出版

98 趣味の園芸 2022年6月号 日本放送出版協会

99 婦人公論 2022年6月号 中央公論社

５月　所蔵館 ：菱刈図書館　資料区分 ：雑誌


