
資料名 著者名 出版者

1 はんぷくするもの 日上 秀之 河出書房新社

2 犯罪被害者支援実務ハンドブック
第一東京弁護士会犯罪被
害者に関する委員会著

東京法令出版

3 具だくさんおにぎり 中村 美穂 文化学園文化出版局

4 警視庁刑事部現場鑑識写真係 戸島 国雄 並木書房

5 人間狩り 犬塚 理人 KADOKAWA

6 最新!赤ちゃんの名づけ新百科mini 栗原 里央子 ベネッセコーポレーション

7 不意撃ち 辻原 登 河出書房新社

8 貧困脱出マニュアル タカ大丸 飛鳥新社

9 大人の発達障害 市橋 秀夫 講談社

10 現代用語の基礎知識  2019 自由国民社 自由国民社

11
マネして書くだけ確定申告  平成31年3月
締切分

山本 宏 技術評論社

12 つくって楽しむわら工芸  2 農山漁村文化協会

13 高血圧の毎日ごはん 佐藤 直樹 女子栄養大学出版部

14 人気の巾着バッグ ブティック社

15 るるぶ鹿児島  2019 JTBパブリッシング

16
ペットボトルキャップで作るかわいいこも
の

ブティック社

17 いつか深い穴に落ちるまで 山野辺 太郎 河出書房新社

18 はつ恋 村山 由佳 ポプラ社

19 ママが楽になる絵本レシピ31 景山 聖子 小学館

20 針と糸 小川 糸 毎日新聞出版

21 熱帯 森見 登美彦 文藝春秋

22 救済 長岡 弘樹 講談社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



23 曙光を旅する 葉室 麟 朝日新聞出版

24 ねじれびと 原 宏一 祥伝社

25 認知症対策の新常識 鈴木 宏幸 日東書院本社

26 編みもの基礎BOOK  初級編 日本ヴォーグ社

27 シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢 さよ子 大月書店

28 ダンデライオン 中田 永一 小学館

29 探偵は教室にいない 川澄 浩平 東京創元社

30
型紙いらずの着物リメイク 1枚の着物でセット
アップ

松下 純子 河出書房新社

31 「10%消費税」が日本経済を破壊する 藤井 聡 晶文社

32 黄泉坂案内人　　[4条目] 仁木 英之 KADOKAWA

33 深淵の色は 佐川幸義伝 津本 陽 実業之日本社

34 人生100年時代の年金戦略 田村 正之 日本経済新聞出版社

35 稼げる!農家の手書きPOP&ラベルづくり 石川 伊津 農山漁村文化協会

36 西郷どん　完結編 NHK出版

37 宮部みゆき全一冊 宮部 みゆき 新潮社

38 ラストラン あさの あつこ 幻冬舎

39 トランプ貿易戦争 木内 登英 日本経済新聞出版社

40 イラストで見る接客の基本とコツ 渡邊 忠司 学研プラス

41 掟上今日子の乗車券 西尾 維新 講談社

42 食物アレルギーお弁当のABC 有田 孝司著 第一出版

43 私はあなたの瞳の林檎 舞城 王太郎 講談社

44 月 辺見 庸 KADOKAWA

45 十津川警部両国駅3番ホームの怪談 西村 京太郎 講談社



46 戒名探偵卒塔婆くん 高殿 円 KADOKAWA

47 二十五年後の読書 乙川 優三郎 新潮社

48 エリザベスの友達 村田 喜代子 新潮社

49 不動産投資最強の教科書 鈴木 宏史 東洋経済新報社

50 白いジオラマ 堂場 瞬一 中央公論新社

51 ヘブン 新野 剛志 幻冬舎

52 14歳、明日の時間割 鈴木 るりか 小学館

53 幽霊たち 西澤 保彦 幻冬舎

54 人さらい 翔田 寛 小学館

55 泥棒たちの十番勝負 赤川 次郎 徳間書店

56 ほめられたいときほど、誰かをほめよう 鳥越 恒一 プレジデント社

57 草々不一 朝井 まかて 講談社

58 ここからセクハラ! 牟田 和恵 集英社

59 最新!幼児食新百科mini ベネッセコーポレーション

60 フーガはユーガ 伊坂 幸太郎 実業之日本社

61 ケーススタディ職場のLGBT 寺原 真希子代表 ぎょうせい

62 日本の祭り解剖図鑑 久保田 裕道 エクスナレッジ

63
足の裏を刺激して一生歩ける体になる!きく
ち体操

菊池 和子 宝島社

64
よくわかるスカーフ、ストール&マフラー
の巻き方バイブル

主婦の友社 主婦の友社

65 野の春 宮本 輝 新潮社

66 シニアの筋トレ・口トレ・骨体操 荒井 秀典 NHK出版

67 家康　2 安部 龍太郎 幻冬舎

68
コピーして使えるシニアの脳トレーニング
遊び

脳トレーニング研究会 黎明書房



69 常設展示室 原田 マハ 新潮社

70
夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリ
させる本

大崎 美生 日本実業出版社

71 先生、ちょっと人生相談いいですか? 瀬戸内 寂聴 集英社インターナショナル

72 猫がいなけりゃ息もできない 村山 由佳 ホーム社

73 こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保 裕一 文藝春秋

74 見るだけでストン!と頭に入る中学数学 間地 秀三 青春出版社

75 ポーラの戴冠式 茅田 砂胡 中央公論新社

76
図解もっと身近にあふれる「科学」が3時
間でわかる本

左巻 健男著 明日香出版社

77 東京輪舞(ロンド) 月村 了衛 小学館

78 108 松尾 スズキ 講談社

79 リベンジ 柴田 哲孝 双葉社

80 会社を綴る人 朱野 帰子 双葉社

81 愉楽にて 林 真理子 日本経済新聞出版社

82 そこにいるのに 似鳥 鶏 河出書房新社

83 損する起業・得する起業 谷口 雅和 同文舘出版

84 佐野洋子の動物ものがたり 佐野 洋子 小学館

85
車いすや寝たきりの人でも楽しめるシニア
の1～2分間ミニレク52

斎藤 道雄 黎明書房

86 水草の疑問50 田中 法生 成山堂書店

87 寄付をしてみよう、と思ったら読む本 渋澤 健 日本経済新聞出版社

88
イラストでわかる発達が気になる子のライ
フスキルトレーニング

平岩 幹男 合同出版



89 猫のエルは 町田 康 講談社

90 1日1問!面白いほど地頭力がつく思考実験 北村 良子 PHP研究所

91 仕事と介護の両立に悩んだとき読む本 山川 仁
日本能率協会マネジメント
センター

92
パステル画技法と表現力を磨く50のポイ
ント

高木 匡子 メイツ出版

93 人生のピース 朝比奈 あすか 双葉社

94 まんぷく　上 福田 靖 NHK出版

95 ポリ袋でつくるたかこさんの焼き菓子 稲田 多佳子 誠文堂新光社

96 異教の隣人 釈 徹宗 晶文社

97
自分でパパッと書ける確定申告　平成31
年3月15日締切分

平井 義一 翔泳社

98 ずるい!エクセル仕事術 日経BP社

99 クリエイターのための権利の本 大串 肇 ボーンデジタル

100 いまどきの納骨堂 井上 理津子 小学館

101 ベトナム語 JTBパブリッシング

102 西郷を破滅させた男 益満休之助 芳川 泰久 河出書房新社

103 刀と算盤 谷津 矢車 光文社

104 グラスバードは還らない 市川 憂人 東京創元社

105 ブーツの教科書 枻出版社

106 この噓がばれないうちに 川口 俊和 サンマーク出版

107 10年で激変する!「公務員の未来」予想図 小紫 雅史 学陽書房

108 スマホ社会の落とし穴 清川 輝基 少年写真新聞社

109 雨上がり月霞む夜 西條 奈加 中央公論新社

110 叙述トリック短編集 似鳥 鶏 講談社



111 悩みがぶっ飛ぶ50代からのヘア&メイク術 えがお写真館 扶桑社

112 血の雫 相場 英雄 新潮社

113 生活保護獲得ガイド 矢野 輝雄 緑風出版

114 雨上がりの川 森沢 明夫 幻冬舎

115 「違うこと」をしないこと 吉本 ばなな KADOKAWA

資料名 著者名 出版者

116 羽生善治の1手・3手詰め将棋 羽生 善治 主婦の友インフォス

117 図工室の日曜日 村上 しいこ 講談社

118 かあさん、だいすき シャーロット　ゾロトウ 徳間書店

119 かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全 原 ゆたか ポプラ社

120 自然観察 学研プラス

121 魔女ののろいアメ 草野 あきこ PHP研究所

122 みずとはなんじゃ? かこ さとし 小峰書店

123 おばあちゃんのわすれもの 森山 京 のら書店

124 くすのきだんちのおきゃくさん 武鹿 悦子 ひかりのくに

125 ウッチョパスのカレーライス のぶみ KADOKAWA

126 クルルちゃんとコロロちゃん 松本 聰美 出版ワークス

127 雲・天気 学研プラス

128 少年少女日本の歴史　22 小学館

129 魔女が相棒?ねぐせのヤマネ姫 柏葉 幸子 理論社

130 100にんのサンタクロース 谷口 智則 文溪堂

131 月のかたち 藤井 旭 ほるぷ出版

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：児童



132 クリスマスだよ、デイビッド! デイビッド　シャノン 評論社

133 それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ 白泉社

134 「在宅医療」で働く人の一日
WILLこども知育研究所
著

保育社

135 どこがながいかわかる? みやにし たつや 金の星社

136 オーロラの国の子どもたち イングリ　ドーレア 福音館書店

137 まぼろしえほん 井上 洋介　絵 鈴木出版

138 ねこねこたんてい なぞときダヤン きむら ゆういち 学研プラス

139 保存食の大研究 中居 惠子 PHP研究所

140 クーベルタン 大野 益弘 小峰書店

141 いきものおとなになったら? and EIGHT 交通新聞社

142 ムカッやきもちやいた かさい まり くもん出版

143 世界遺産 学研プラス

144 なぞなぞおめでとう 石津 ちひろ 偕成社

145 はじめての子ども手話 谷 千春 主婦の友社

146 死体が教えてくれたこと 上野 正彦 河出書房新社

147 1歳のえほん 汐見 稔幸 小学館

148 ことわざキャラクター図鑑 深谷 圭助 日本図書センター

149 車夫　3 いとう みく 小峰書店

150 ねむたいねむたい やぎゅう げんいちろう 福音館書店

151 ここにも!そこにも!ダニ 皆越 ようせい ポプラ社

152 魔法医トリシアの冒険カルテ　6 南房 秀久 学研プラス

153 まいにちがプレゼント いもと ようこ絵 金の星社

154
羽生善治監修子ども詰将棋チャレン
ジ!!220問

羽生 善治 新星出版社



155 ノラネコぐんだん おばけのやま 工藤 ノリコ 白泉社

156 わんこのハッピーごはん研究会! 堀 直子 あかね書房

157 ぜったいぜったいあけちゃダメッ!! アンディ　リー 永岡書店

158 100年たったら 石井 睦美 アリス館

159 ぼくのジユウな字 春間 美幸 講談社

160 転校生は忍者?! もとした いづみ 佼成出版社

161 のりものどうなってるの? and EIGHT 交通新聞社

162 2歳のえほん 汐見 稔幸 小学館

163 3歳のえほん 汐見 稔幸 小学館

164 防災・防犯シミュレーション　[1] 国崎 信江 ほるぷ出版

165 なぞなぞアンデルセン 石津 ちひろ 偕成社

166
伝説のオリンピックランナー“いだてん”
金栗四三

近藤 隆夫 汐文社

167 星のひとみ せな けいこ KADOKAWA

168 だんごたべたいおつきさま すとう あさえ ほるぷ出版

169 101ぴきのダルメシアン ドディ　スミス 光村教育図書

170 10才からのサッカーIQドリル
大宮アルディージャジュ
ニア

メイツ出版

171 空想科学学園　解明!化学のふしぎ編 柳田 理科雄 KADOKAWA

172 トンネルの向こうに マイケル　モーパーゴ 小学館

173 0歳のえほん 汐見 稔幸 小学館

174 あれなあに? いいじま あり画 河出書房新社

175 ふしぎなカビ オリゼー 竹内 早希子 岩崎書店

176 うみのとしょかん ウミウシはじめてのこい 葦原 かも 講談社

177 嘉納治五郎 佐野 慎輔 小峰書店



178 歴史について知っておくべき100のこと ローラ　コーワン 小学館

179 クリスマスツリーをかざろう パトリシア　トート BL出版

180 ぎりぎりの本屋さん まはら 三桃 講談社

181
30点台からでも1週間で90点取れる中学
生の魔法の勉強法

上原 央惺 エール出版社

182
花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん
染めもの

春田 香歩 偕成社

183 ぼうけんはバスにのって いとう みく 金の星社

184 メリークリスマス R.B.ウィルソン BL出版

185 おおきくなったの すとう あさえ ほるぷ出版

186 オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

187 メガネくんとハダシくん 二見 正直 偕成社

188 怪談オウマガドキ学園　27 常光 徹 童心社

189 怪談オウマガドキ学園　28 常光 徹 童心社

190
いしばしなおこかんたん!こどもの折り紙あ
そび

いしばし なおこ ブティック社

191 京都和のなぞなぞ絵本 石津 ちひろ 白泉社

192 おたんじょうびのひに はるの まい 三恵社

193 野生のロボット ピーター　ブラウン 福音館書店

194 そらはあおくて シャーロット　ゾロトウ あすなろ書房

195 ツバメ トーマス　ミュラーと絵 エディション・エフ

196 きみは宇宙飛行士! ロウイー　ストーウェル 偕成社

197 クリスマスの女の子 ルーマー　ゴッデン 徳間書店

198 野菜・くだもの 学研教育出版

199 まんまるねんね 黒井 健 ほるぷ出版

200 みけねえちゃんにいうてみな 村上 しいこ 理論社



資料名 著者名 出版者

201 ＭＯＲＥ　2019年1月号 集英社

202 婦人公論　2018年11月27日 中央公論社

203 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年11月8日 文藝春秋

204 婦人公論　2018年12月11日 中央公論社

205 どうぎゃん　2018年11月号 どうぎゃん編集部

206 どうぎゃん　2018年12月号 どうぎゃん編集部

207 ＭＯＲＥ　2018年12月号 集英社

208 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年11月22日 文藝春秋

209 現代農業　2018年12月号 農山漁村文化協会

210 ＥＳＳＥ　2018年12月号 （株）扶桑社

211 オ‐ル讀物　2018年12月号 文藝春秋

212 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2018年12月号 ベネッセコーポレーション

213 壮快　2019年1月号 マキノ

214 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年12月6日 文藝春秋

215 きょうの料理　2018年12月号 日本放送出版協会

216 趣味の園芸　2018年12月号 日本放送出版協会

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：雑誌


