
資料名 著者名 出版者

1 #真相をお話しします 結城 真一郎 新潮社

2 「十二国記」30周年記念ガイドブック 新潮社 新潮社

3 60分でわかる!インボイス&消費税超入門 土屋 裕昭 技術評論社

4 Another REAL チームリアル 集英社

5 SLやまぐち号殺人事件 西村 京太郎 文藝春秋

6 アップサイクル・ノート グラフィック社編集部 グラフィック社

7 いけない　２ 道尾 秀介 文藝春秋

8 いつもの木曜日 青山 美智子 宝島社

9 お母ちゃんの鬼退治 小手鞠 るい 偕成社

10 クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介 文藝春秋

11
さらに知っておきたい

日本の絶滅危惧植物図鑑
長澤 淳一 創元社

12 シャドウワーク 佐野 広実 講談社

13 しろがねの葉 千早 茜 新潮社

14 すぐでき&作りおきおいしい幼児食250品 小池 澄子 学研プラス

15 ストロベリー戦争 南原 詠 宝島社

16 すばらしき宇宙の図鑑 野口 聡一 KADOKAWA

17 はぐれんぼう 青山 七恵 講談社

18 ふりまわされない!更年期 永田 京子 旬報社

19 みその本 飛田 和緒 KADOKAWA

20 メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 目黒 冬弥 三五館シンシャ

21 リバー 奥田 英朗 集英社

22 れんげ出合茶屋 泉 ゆたか 双葉社

23 稲盛和夫一日一言 稲盛 和夫 致知出版社

24 宇宙一ずぼら絶品めし だれウマ KADOKAWA

10月　所蔵館 ：菱刈図書館　資料区分 ：一般



25 烏の緑羽 阿部 智里 文藝春秋

26 運動脳 アンデシュ　ハンセン サンマーク出版

27 夏日狂想 窪 美澄 新潮社

28 我、鉄路を拓かん 梶 よう子 PHP研究所

29 楽しくなる着付け100のコツ すなお KADOKAWA

30 奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久 光文社

31 今日からはじめる減塩ごはん 小田 真規子 家の光協会

32 今日拾った言葉たち 武田 砂鉄 暮しの手帖社

33 佐賀　2022 昭文社

34 最高の髪型解剖図鑑 篠原 龍 エクスナレッジ

35 柴田明美プレゼントしたくなるパッチワーク 柴田 明美 ブティック社

36 首取物語 西條 奈加 徳間書店

37 首切り島の一夜 歌野 晶午 講談社

38 小説家の一日 井上 荒野 文藝春秋

39 水底のスピカ 乾 ルカ 中央公論新社

40 川崎誠二のちいさな木彫り 川崎 誠二 ナツメ社

41 長く使えるこどもニット 日本ヴォーグ社

42 農家が教えるタケノコづくし 農文協 農山漁村文化協会

43 保育ひろがる部屋飾り&壁面　２ 世界文化ワンダークリエイト

44 歩きながら考える ヤマザキ マリ 中央公論新社

45 抹茶のおやつ100 福田 淳子 光文社

46 湊かなえのことば結び 湊 かなえ 角川春樹事務所

47 濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川 有栖 KADOKAWA

48 薔薇色に染まる頃 吉永 南央 文藝春秋
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49 妖怪コンビニ 令丈 ヒロ子 あすなろ書房

50 あずきがゆばあさんととら ペク ヒナ 偕成社

51 おいしい魚ずかん 上田 勝彦 金の星社

52 おおきいかさ エイミー　ジューン　ベイツ 化学同人

53 おすしがふくをかいにきた 田中 達也 白泉社

54 おばけちゃんだぁれ? umao ケンエレブックス

55 おばけとしょかん　２ 斉藤 洋 講談社

56 ガリレオの事件簿　１ 東野 圭吾 文藝春秋

57 きょうりゅうかくれんぼ アレックス　ラティマー KADOKAWA

58 くまの子ウーフのたからもの 神沢 利子 ポプラ社

59 けいさつのずかん 山田 タクヒロ 学研プラス

60 ケーキのずかん 植田 まほ子 学研プラス

61 さよならぼくたちのようちえんほいくえん 新沢 としひこ 金の星社

62
さわってたのしいレリーフブック

おかしのどうぶつえん
村山 純子 小学館

63 すごすぎる身近な植物の図鑑 鈴木 純 KADOKAWA

64 そうなのよ 内田 麟太郎 絵本館

65 だじゃれむかしむかし 長谷川 義史 理論社

66 チャンス ユリ　シュルヴィッツ 小学館

67 どこ? 山形 明美 講談社

68 トンネルのサバイバル パク ソンイ 朝日新聞出版

69 はしゃぎすぎたらやってみて!
オーレリー　シアン　ショウ

シーヌ
主婦の友社

70 パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA

71 パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田 ケイコ KADOKAWA

72 ひみつのえんそく かわしま えつこ 童心社
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73 ひみつの犬 岩瀬 成子 岩崎書店

74 ぼくとお山と羊のセーター 飯野 和好 偕成社

75 わらってよピッコ ルイス　スロボドキン 福音館書店

76 雨の日が好きな人 佐藤 まどか 講談社

77 黒と白のあいだで 斉藤 洋 講談社

78 難攻不落の迷路 香川 元太郎 PHP研究所

79 ＥＳＳＥ 2022年11月号 扶桑社

80 LEE 2022年11月号 集英社

81 TJカゴシマ 2022年10月号

82 TJカゴシマ 2022年11月号

83 オレンジページ 2022年10/２号 ㈱オレンジページ

84 オレンジページ 2022年10/17号 ㈱オレンジページ

85 オレンジページ 2022年11/2号 ㈱オレンジページ

86 すてきにハンドメイド 2022年10月号 ＮＨＫ出版

87 すてきにハンドメイド 2022年11月号 ＮＨＫ出版

88 趣味の園芸 2022年10月号 日本放送出版協会

89 趣味の園芸 2022年11月号 日本放送出版協会

90 婦人公論 2022年10月号 中央公論社

91 婦人公論 2022年11月号 中央公論社

92 暮しの手帖 20号  秋号（10-11月号） 暮しの手帖社
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