
資料名 著者名 出版者

1 爆身 大沢 在昌 徳間書店

2 役に立たない人生相談　2 佐藤 愛子 ポプラ社

3 安産ごはん 森 洋子 枻出版社

4 物の怪斬り 輪渡 颯介 講談社

5
専門キャリアカウンセラーが教えるこれか
らの発達障害者「雇用」

木津谷 岳 小学館

6 バビロンの階段 蜂須賀 敬明 文藝春秋

7
うまい!味が決まる!みそ・塩・しょうゆの
シンプルおかず

おいしい家庭おかずの会 家の光協会

8 手づくり健康食品 健康美食ラボ 朝日新聞出版

9 俺、つしま おぷうのきょうだい 小学館

10 バイク困ったときのお助けマニュアル 枻出版社

11 家事の得ワザ 得する人損する人 マガジンハウス

12 無暁の鈴 西條 奈加 光文社

13 日の出 佐川 光晴 集英社

14 海の世界地図 Don Hinrichsen 丸善出版

15 みんなの子どものいる暮らし日記 みんなの日記集部 翔泳社

16 紅のアンデッド 川瀬 七緒 講談社

17 THE男前燻製レシピ77 岡野 永佑 山と溪谷社

18
ニュースがわかる基礎用語　2018-2019
年版

清水書院集部 清水書院

19
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン決定版
「得口コミ」完全攻略ガイド

テーマパーク研究会 メイツ出版

20 認知症を堂々と生きる 宮本 礼子 中央公論新社

21 ビットコイン・仮想通貨投資超入門 バウンド 技術評論社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 地方財政白書　平成30年版 総務省 日経印刷

23 図解あなたの天職がわかる16の性格 ポール　D.ティーガー 主婦の友社

24 暮しの手帖のクイックレシピ 暮しの手帖集部 暮しの手帖社

25 爽年 石田 衣良 集英社

26 遅刻してくれて、ありがとう　上 トーマス　フリードマン 日本経済新聞出版社

27 遅刻してくれて、ありがとう　下 トーマス　フリードマン 日本経済新聞出版社

28 傍流の記者 本城 雅人 新潮社

29 おひとりさまの「シニア金融」 岡内 幸策 日本経済新聞出版社

30 悲終伝 西尾 維新 講談社

31 わたしの本の空白は 近藤 史恵 角川春樹事務所

32 身近なモチーフで始める水彩画 堀川 理万子 誠文堂新光社

33 余り布で何作る? ブティック社

34 僕しか知らない星野仙一 江本 孟紀 カンゼン

35 バルス 楡 周平 講談社

36 エダモンの今日から子どもおかず名人 枝元 なほみ 白泉社

37
パリのキッチンで四角いバゲットを焼きな
がら

中島 たい子 ポプラ社

38 平成史 佐藤 優 小学館

39 二人の推理は夢見がち 青柳 碧人 光文社

40 砂の家 堂場 瞬一 KADOKAWA

41 鏡じかけの夢 秋吉 理香子 新潮社

42 トッカン 高殿 円 早川書房

43
小・中学生のための運動会で1位になる速
くなる走り方教室

堀籠 佳宏 カンゼン

44 物流が一番わかる 齋藤 正宏 技術評論社



45

ここが変わった!改正介護保険サービス・し
くみ・利用料がわかる本　　2018～
2020年度版

川村 匡由 自由国民社

46 ののはな通信 三浦 しをん KADOKAWA

47 あやかし草紙 宮部 みゆき KADOKAWA

48 新選組の料理人 門井 慶喜 光文社

49 図解わかる年金　2018-2019年版 中尾 幸村 新星出版社

50 工学部 漆 次郎 ぺりかん社

51 発達障害を生きる NHKスペシャル取材班 集英社

52 つながりの蔵 椰月 美智子 KADOKAWA

53 瑕疵借り 松岡 圭祐 講談社

54 夜想曲集 カズオ　イシグロ 早川書房

55 千年の田んぼ 石井 里津子 旬報社

56 車いす犬ラッキー 小林 照幸 毎日新聞出版

57
こころが晴れて元気になる「ごきげんメ
ソッド」66

加藤 史子 水王舎

58 未来 湊 かな 双葉社

59 ヘイ・ジュード 小路 幸也 集英社

60 炎の来歴 小手鞠 るい 新潮社

61 元禄お犬姫 諸田 玲子 中央公論新社

62 海を駆ける 深田 晃司 文藝春秋

63 ASK 新堂 冬樹 集英社

64 平凡な革命家の食卓 樋口 有介 祥伝社

65 お墓、どうしますか? 米澤 結
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

66 本日晴天お片づけ 伊藤 まさこ 筑摩書房

67 プロが教える朗読 心に届く語りのコツ50 葉月 のりこ メイツ出版



68 蕎麦、食べていけ! 江上 剛 光文社

69
マンガでわかる!子どもにちゃんと伝わるお
金の「しつけ」

たけや きみこ 近代セールス社

70 ウォーターゲーム 吉田 修一 幻冬舎

71 お酢で!スーッと美やせレシピ 主婦の友社 主婦の友社

72 一日の苦労は、その日だけで十分です 三浦 綾子 小学館

73 冷凍保存で作る1週間の献立キット 川上 代 誠文堂新光社

74 老い力 佐藤 愛子 海竜社

75 さざなみのよる 木皿 泉 河出書房新社

76 魂の秘境から 石牟礼 道子 朝日新聞出版

77 プランターで寄せ植え野菜 竹内 孝功 学研プラス

78
東京ディズニーランド&シー決定版「得口
コミ」完全攻略ガイド

ディズニーリゾート研究
会

メイツ出版

79 山本周五郎 河出書房新社

80 あの夏、二人のルカ 誉田 哲也 KADOKAWA

81 幕末・明治偉人たちの「定年後」 河合 敦 WAVE出版

82 0歳児とのあそびかた大全 汐見 稔幸 大泉書店

83 AIは人間の仕事を奪うのか? 松本 健太郎 シーアンドアール研究所

84 伝えていきたいわが家の保存食レシピ 石 洋子 朝日新聞出版

85 ギロチンハウス 大石 直紀 小学館

86 その話は今日はやめておきましょう 井上 荒野 毎日新聞出版

87 婚活食堂 山口 恵以子 PHP研究所

88 黙過 下村 敦史 徳間書店

89
誤嚥性肺炎自力で防ぐ、家族を助ける50
の方法

稲川 利光 主婦の友インフォス

90 手間を省く家事、かける家事 宝島社



91 男の婚活は会話が8割 植草 美幸 青春出版社

92 口が覚えるドイツ語 Jan Hillesheim 三修社

93 岩合光昭の世界ネコ歩き　2 岩合 光昭 クレヴィス

94 雲の果 あさの あつこ 光文社

95
仕事で「ミスをしない人」と「ミスをする
人」の習慣

藤井 美保代 明日香出版社

96
マンガでわかるビットコイン&仮想通貨投
資の基本

三 弘之 池田書店

97 10年後の仕事図鑑 堀江 貴文 SBクリエイティブ

98 義和団の乱 松岡 圭祐 講談社

資料名 著者名 出版者

99 ずっと ケイト　クライス WAVE出版

100 シートン動物記　上巻 シートン 世界文化社

101 シートン動物記　下巻 シートン 世界文化社

102 とびますよ 内田 麟太郎 アリス館

103 かさじぞう あかぎ かんこ 新樹社

104 虫のしわざ探偵団 新開 孝 少年写真新聞社

105 体育館の日曜日 村上 しいこ 講談社

106 ばけバケツ 軽部 武宏 小峰書店

107 さんびきのこぶた あかぎ かんこ 新樹社

108 あたらしいおうちにひっこしたけれど… マルタ　アルテス パイインターナショナル

109 うんこ図鑑 荒俣 宏 日本図書センター

110 きみ、なにがすき? はせがわ さとみ あかね書房

111 めろんさんがね… とよた かずひこ 童心社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：児童



112 弱小FCのきせき マイケル　モーパーゴ 評論社

113 ホイホイとフムフム
マージョリー　ワインマ
ン　シャーマット

ほるぷ出版

114 いのちは贈りもの
フランシーヌ　クリスト
フ

岩崎書店

115 まかせて!母ちゃん!! くすのき しげのり 文溪堂

116 おうち 中川 ひろたか 金の星社

117 ノラのボクが、家ネコになるまで ヤスミン　スロヴェック 文研出版

118 なぜこうなった?あの絶景のひみつ 増田 明代 講談社

119 トミカ超図鑑デラックス ポプラ社

120 みんな、ワンダー R.J.パラシオ アルファポリス

121 怪談オウマガドキ学園　23 常光 徹 童心社

122 怪談オウマガドキ学園　24 常光 徹 童心社

123
グレッグのダメ日記 いちかばちか、やるし
かないね!

ジェフ　キニー ポプラ社

124 グレッグのダメ日記 とんでもないよ ジェフ　キニー ポプラ社

125 おばけとおやすみ 新井 洋行 くもん出版

126 ぶんぶくちゃがま あかぎ かんこ 新樹社

127 未来の扉をひらく偉人のことば 和田 孫博 新星出版社

128 わんぱくだんのおにわのようせいたち ゆきの ゆみこ ひさかたチャイルド

129 一〇五度 佐藤 まどか あすなろ書房

130 森のおくから レベッカ　ボンド ゴブリン書房

131 イソップものがたり イソップ 新樹社

132 もりのほうせきねんきん 新井 彦 ポプラ社

133 ドームがたり アーサー　ビナード 玉川大学出版部

134
夢をかなえる10歳からの脳番地トレーニ
ング

加藤 俊徳 文溪堂



135 ウソナンデス こざき ゆう 学研プラス

136 ようかいしりとり おくはら ゆめ こぐま社

137 ルルとララのアニバーサリー・サンド あんびる やすこ 岩崎書店

138 ジャングルのサバイバル　3 洪 在徹 朝日新聞出版

139 はりねずみのおいしゃさん ふくざわ ゆみこ 世界文化社

140 こども西郷どん 齋藤 孝 草思社

141 よくわかる大使館 河東 哲夫 PHP研究所

142 家ネコのボクが、にんきものになるまで ヤスミン　スロヴェック 文研出版

143 ケンタウロスのポロス ロベルト　ピウミーニ 岩波書店

144 ちょうちょのためにドアをあけよう ルース　クラウス 岩波書店

145 じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版集部 成美堂出版

146 ホットケーキのおうさま 二宮 由紀子 WAVE出版

147 あしたもチャーシューメン 最上 一平 新日本出版社

148 はるをつかまえたうさぎちゃん 延 清子 ひかりのくに

149 まんまるだあれ いまもり みつひこ アリス館

150 クマと少年 あべ 弘士 ブロンズ新社

151 伊達政宗 高枝 景水 小学館

152 あのくもなあに? 富安 陽子 福音館書店

153 平賀源内 榎本 秋 あかね書房

154 ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ ゆみこ 教育画劇

155 消えた時間割 西村 友里 学研プラス

156 小学生のための俳句入門 坪内 稔典 くもん出版

157 ふたごのカウボーイ
フローレンス　スロボド
キン

瑞雲舎



158 ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤 ノリコ 白泉社

159 クニマスは生きていた! 池田 まき子 汐文社

160 松尾芭蕉 坪内 稔典 あかね書房

161 ぼくとベルさん フィリップ　ロイ PHP研究所

162 わたしがいどんだ戦い1939年
キンバリー　ブルベイ
カー　ブラッドリー

評論社

163 こんぴら狗 今井 恭子 くもん出版

164 わくせいキャベジ動物図鑑 tupera tupera アリス館

165 すごいね!みんなの通学路
ローズマリー　マカー
ニー

西村書店

166 しんごうきピコリ ザ　キャビンカンパニー あかね書房

167 心ってどこにあるのでしょう? こんの ひとみ 金の星社

168 おさがり くすのき しげのり 東洋館出版社

169 スサノオ 飯野 和好 パイインターナショナル

170 にちようびのぼうけん! はた こうしろう ほるぷ出版

171 妖精のメロンパン 斉藤 栄美 金の星社

172 はしれはるのゆきうさぎ 手島 圭三郎 絵本塾出版

173 ブレーメンのおんがくたい あかぎ かんこ 新樹社

174 ゲンちゃんはおサルじゃありません 阿部 夏丸 講談社

175 どう解く? やまざき ひろし ポプラ社

176 まじょ子とステキなおひめさまドレス 藤 真知子 ポプラ社

177 あべ弘士どうぶつクイズ教室 あべ 弘士 クレヨンハウス

178 こんにちは、キリンのあかちゃん 公 健太郎 ほるぷ出版

179 岡本太郎 平野 暁臣 あかね書房

180 円谷英二 田口 成光 あかね書房



181 たなばたのねがいごと 村中 李衣 世界文化社

182 子どもこころの育て方 稲盛 和夫 西東社

183
グレッグのダメ日記 やっぱり、むいてない
よ!

ジェフ　キニー ポプラ社

184 石井桃子 竹内 美紀 あかね書房

185 つくえはつくえ 五味 太郎 偕成社

186 木戸孝允<桂小五郎> 落合 弘樹 小学館

187 大久保利通 落合 弘樹 小学館

188 きかんしゃトーマスポケットコレクション ポプラ社

189
NEWマーク・記号の大百科　1
ことばや文化、スポーツのマーク・記号

太田 幸夫 学研プラス

190
NEWマーク・記号の大百科　2
算数や理科・気象のマーク・記号

太田 幸夫 学研プラス

191
NEWマーク・記号の大百科　3
食品や衣類・家庭用品のマーク・記号

太田 幸夫 学研プラス

192
NEWマーク・記号の大百科　4
街や交通、地図のマーク・記号

太田 幸夫 学研プラス

193
NEWマーク・記号の大百科　5
国旗や都市・団体のマーク・記号

太田 幸夫 学研プラス

資料名 著者名 出版者

194 趣味の園芸　2018年6月号 日本放送出版協会

195 ひよこｸﾗﾌﾞ　2018年6月号 ベネッセコーポレーション

196 現代農業　2018年6月号 農山漁村文化協会

197 ＥＳＳＥ　2018年6月号 （株）扶桑社

198 壮快　2018年7月号 マキノ

199 婦人公論　2018年5/22号 中央公論社

200 きょうの料理　2018年6月号 日本放送出版協会

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌



201 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年5月17日 文藝春秋

202 ゴルフダイジェスト　2018年7月号 ゴルフダイジェスト社

203 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年5月31日 文藝春秋

204 オ‐ル讀物　2018年6月号 文藝春秋

205 婦人公論　2018年6/12号 中央公論社


