
資料名 著者名 出版者

1 「ヤングケアラー」とは誰か 村上 靖彦 朝日新聞出版

2
1ステップで気分があがる↑

気持ちのきりかえ事典
大野 萌子 扶桑社

3 54字の物語Q 氏田 雄介 PHP研究所

4 87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良 美智子 すばる舎

5 invert 相沢 沙呼 講談社

6 あの子とQ 万城目 学 新潮社

7 イオカステの揺籃 遠田 潤子 中央公論新社

8
いちばんやさしいワード&エクセル&

パワーポイント超入門
早田 絵里 SBクリエイティブ

9 おいしい絵本レシピ 野口 真紀 福音館書店

10 オリンピックを殺す日 堂場 瞬一 文藝春秋

11 かんむり 彩瀬 まる 幻冬舎

12 たとえば、葡萄 大島 真寿美 小学館

13 デクリネゾン 金原 ひとみ ホーム社

14 ドラゴンズ・タン 宇佐美 まこと 新潮社

15 はじめてキムチの本 本田 朋美 イースト・プレス

16 はじめてのナチュラルドライフラワー 吉本 博美 家の光協会

17 ハヤブサ消防団 池井戸 潤 集英社

18 はるあんのベストおやつ はるあん ライツ社

19
パンどろぼうのせかいいちおいしい

パンレシピ
吉永 麻衣子 KADOKAWA

20 ふんわりもっちり米粉のパンとお菓子 石澤 清美 学研プラス

21 ペットショップ無惨 石田 衣良 文藝春秋

22 レジデンス 小野寺 史宜 KADOKAWA

23 レッドゾーン 夏川 草介 小学館

24 ロスト・スピーシーズ 下村 敦史 KADOKAWA

９月　所蔵館 ：菱刈図書館　資料区分 ：一般



25 わたしの1ケ月1000円ごほうび おづ まりこ KADOKAWA

26 わたしはドレミ 平野 恵理子 亜紀書房

27 営繕かるかや怪異譚 小野 不由美 KADOKAWA

28 越境刑事 中山 七里 PHP研究所

29 家裁調査官・庵原かのん 乃南 アサ 新潮社

30
家庭科3だった私が家でも外でも100%手作り服

で
コーディネイトしています。

津田 蘭子 ワニブックス

31 柿のお菓子づくり 今井 ようこ 誠文堂新光社

32 学べるお菓子レシピ 理数系スイーツ 太田 さちか マイルスタッフ

33 楽々かあさんの伝わる!声かけ変換 大場 美鈴 あさ出版

34 缶詰ひとつで養生ごはん 久保 奈穂実 学研プラス

35 祈りも涙も忘れていた 伊兼 源太郎 早川書房

36 競争の番人 新川 帆立 講談社

37 愚者の階梯 松井 今朝子 集英社

38 月の三相 石沢 麻依 講談社

39 絞め殺しの樹 河崎 秋子 小学館

40 此の世の果ての殺人 荒木 あかね 講談社

41 今日から始める本気の食料備蓄 高荷 智也 徳間書店

42
今日のごはん、これに決まり!

Mizukiのレシピノート決定版!500品
Mizuki 学研プラス

43 三世代探偵団 赤川 次郎 KADOKAWA

44 酸っぱくないお酢料理レモン料理 藤井 恵 家の光協会

45 自閉症のぼくは書くことで息をする ダーラ　マカナルティ 辰巳出版

46 社会保障のトリセツ 山下 慎一 弘文堂

47 若葉荘の暮らし 畑野 智美 小学館

48 終止符のない人生 反田 恭平 幻冬舎

49 小説すずめの戸締まり 新海 誠 KADOKAWA

50 掌に眠る舞台 小川 洋子 集英社



51
消防レスキュー隊員が教える

だれでもできる防災事典
タイチョー KADOKAWA

52
食事でムセない!飲み込みづらい声がかすれる

セキ込む口が渇くを克服!のどを鍛える長生きうがい 平野 浩彦 文響社

53 新!店長がバカすぎて 早見 和真 角川春樹事務所

54 炊き込みごはん 荒木 典子 成美堂出版

55 素数とバレーボール 平岡 陽明 講談社

56 素晴らしき国 小路 幸也 角川春樹事務所

57 大人の女といわれる生き方 家田 荘子 さくら舎

58 知識ゼロからの歌舞伎入門 松本 幸四郎 幻冬舎

59 瓢簞から人生 夏井 いつき 小学館

60 平野レミのオールスターレシピ 平野 レミ 主婦の友社

61 別れる勇気 家田 荘子 さくら舎

62 有元葉子 豆 有元 葉子 家の光協会

63 立身いたしたく候　'下 梶 よう子 埼玉福祉会

64 立身いたしたく候　'上 梶 よう子 埼玉福祉会

65 裂けた明日 佐々木 譲 新潮社

66 老いの玉手箱 樋口 恵子 中央公論新社

67 噓つきジェンガ 辻村 深月 文藝春秋

資料名 著者名 出版者

68
あぶないときはいやです、だめです

いきません
清永 奈穂 岩崎書店

69 アントナン・カレーム 十常 アキ ポプラ社

70 いろんなのりものどうなってるの? and EIGHT 交通新聞社

71 おまえたち、くっちゃうぞ～! ジョン　ヘア 岩崎書店

72 ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう いしかわ まりこ 汐文社

73 カピバラがやってきた アルフレド　ソデルギット 岩崎書店

74 くるっとだーれ? かしわら あきお 主婦の友社

９月　所蔵館 ：菱刈図書館　資料区分 ：児童



75 こどもに聞かせる一日一話 福音館書店「母の友」編集部 福音館書店

76 これ、なーんだ? 今井 しのぶ マイルスタッフ

77 ごろんずっしりさつまいも いわさ ゆうこ 童心社

78 コんガらガっちかぞえてすすめ!の本 ユーフラテス 小学館

79
すみっコぐらしまちがいさがし

ところかまわずすみっコ編
主婦と生活社 主婦と生活社

80 たしますよ 内田 麟太郎 金の星社

81 ちいさいおねえちゃん いとう みく 岩崎書店

82 トット・ボトットとちいさなたてぶえ ローラ　キャソン 好学社

83
ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる!

産業とくらし
藤子　F　不二雄 小学館

84 なんで勉強するんだろう? 齋藤 孝 幻冬舎

85 パンしろくま 柴田 ケイコ PHP研究所

86 パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田 ケイコ KADOKAWA

87 ふしぎなメリーゴーラウンド リーザ=マリー　ブルーム 徳間書店

88 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　18 廣嶋 玲子 偕成社

89 ふっと… 内田 麟太郎 BL出版

90 フランクとバートのだいすきかくれんぼ
クリス　ネイラー　バレステ

ロス
化学同人

91 へんしんロボット あきやま ただし 金の星社

92 まちのおばけずかん ハイ! 斉藤 洋 講談社

93 ママってすごーい! クリス　ホートン BL出版

94 みんなえがおになれますように うい 学研プラス

95 ラベンダーとソプラノ 額賀 澪 岩崎書店

96 わんわんハロウィーン 高林 麻里 講談社

97 橋の上で 湯本 香樹実 河出書房新社

98 高齢者を知ろう! 平松 類 PHP研究所

99 三まいのはがき おくやま ゆか 福音館書店

100 生き抜け! 山口 理 文研出版

101 調べるって、おもしろい!! 図書館振興財団 岩崎書店



102 麦畑のみはりばん ベス　フェリー 化学同人

103 僕らが学校に行く理由 渋谷 敦志 ポプラ社

104 魔女だったかもしれないわたし エル　マクニコル PHP研究所

資料名 出版者

105 ＥＳＳＥ 2022年10月号 扶桑社

106 LEE 2022年10月号 集英社

107 TJカゴシマ 2022年9月号

108 オレンジページ 2022年9/17号 ㈱オレンジページ

109 すてきにハンドメイド 2022年9月号 ＮＨＫ出版

110 趣味の園芸 2022年9月号 日本放送出版協会

９月　所蔵館 ：菱刈図書館　資料区分 ：雑誌


