
資料名 著者名 出版者

1 決定版!定年後お金の稼ぎ方 枻出版社

2 破蕾 冲方 丁 講談社

3 稲盛和夫の哲学 稲盛 和夫 PHP研究所

4 体にうれしい藤井恵のまいにち納豆 藤井 恵 家の光協会

5 僕は金になる 桂 望実 祥伝社

6
経営者のための商工会・商工会議所150%
トコトン活用術

大田 一喜 同文舘出版

7 一人になりたい男、話を聞いてほしい女 ジョン　グレイ ダイヤモンド社

8 鬼嵐 仙川 環 小学館

9 影ぞ恋しき 葉室 麟 文藝春秋

10 キリンの一撃 レオ　グラッセ 化学同人

11 七つの試練 石田 衣良 文藝春秋

12 愛なき世界 三浦 しをん 中央公論新社

13 ドアを開けたら 大崎 梢 祥伝社

14 仮想通貨はどうなるか 野口 悠紀雄 ダイヤモンド社

15
対面・電話・メールまでクレーム対応「完
全撃退」マニュアル

援川 聡 ダイヤモンド社

16
絶対失敗しない土地と一戸建ての買い方
''18～'19年版

小野寺 範男 成美堂出版

17 こじらせ男子の取扱説明書(トリセツ) 田中 絵音 双葉社

18 おとな時間を重ねる 後藤 由紀子 扶桑社

19 天皇はなぜ紙幣に描かれないのか 三上 喜孝 小学館

20 アンドロメダの猫 朱川 湊人 双葉社

21 絵里奈の消滅 香納 諒一 PHP研究所

22 「生活保護法」から「生活保障法」へ
生活保護問題対策全国会
議

明石書店

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



23 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子 講談社

24 おひとりさまのゆたかな年収200万生活 おづ まりこ KADOKAWA

25 到達不能極 斉藤 詠一 講談社

26 七〇歳年下の君たちへ 五木 寛之 新潮社

27 万引き依存症 斉藤 章佳 イースト・プレス

28 十津川警部哀愁のミステリー・トレイン 西村 京太郎 徳間書店

29 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子 講談社

30 夏井いつきの「時鳥」の歳時記 夏井 いつき 世界文化社

31 西村和雄ぐうたら農法 西村 和雄 学研プラス

32 オリロボ フチモト ムネジ ソシム

33
不登校・中退生のための進路相談室
2019

学びリンク

34 ギネス世界記録　2019 クレイグ　グレンディ 角川アスキー総合研究所

35 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子 講談社

36 人類滅亡小説 山田 宗樹 幻冬舎

37
雛口依子の最低な落下とやけくそキャノン
ボール

呉 勝浩 光文社

38 普段着のメンズニット 日本ヴォーグ社

39 司書のお仕事 大橋 崇行 勉誠出版

40
プロが“身内だけ”にこっそり教える最強
の保険選び

都倉 健太 新星出版社

41 阪神園芸甲子園の神整備 金沢 健児 毎日新聞出版

42 TAS特別師弟捜査員 中山 七里 集英社

43 六法全書　平成30年版　1 山下 友信集代表 有斐閣

44 六法全書　平成30年版　2 山下 友信集代表 有斐閣

45 はしからはしまで 梶 よう子 新潮社



46 鳥居の密室 島田 荘司 新潮社

47 特捜投資家 永瀬 隼介 ダイヤモンド社

48 国宝  上 吉田 修一 朝日新聞出版

49 国宝　下 吉田 修一 朝日新聞出版

50 話し方で損する人得する人 五百田 達成
ディスカヴァー・トゥエン
ティワン

51 歌え、汝龍たりし日々を 岩井 三四二 角川春樹事務所

52 漂砂の塔 大沢 在昌 集英社

53 シンドローム　上 真山 仁 講談社

54 シンドローム　下 真山 仁 講談社

55 回転寿司になれる魚図鑑 松浦 啓一 主婦の友社

56 育てて楽しむレモン 栽培・利用加工 JA広島ゆたか 創森社

57 55歳からのリアル仕事ガイド 松本 すみ子 朝日新聞出版

58
夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授
業

夏井 いつき PHP研究所

59 TEN 楡 周平 小学館

60 SLAM DUNK　7 井上 雄彦 集英社

61 SLAM DUNK　8 井上 雄彦 集英社

62 SLAM DUNK　9 井上 雄彦 集英社

63 SLAM DUNK　10 井上 雄彦 集英社

64 悪童(ワルガキ) 山田 洋次 講談社

65 農家が教える野菜づくりのコツと裏ワザ 農文協 農山漁村文化協会

66 つかのまのこと 柴崎 友香 KADOKAWA

67 緑のなかで 椰月 美智子 光文社

68 50 ティム　ハーフォード 日本経済新聞出版社



69 かわいい鳥のエコたわし100 アップルミンツ

70 要点をギュッ!はじめての簿記図鑑 葛西 安寿 池田書店

71 ひとつむぎの手 知念 実希人 新潮社

72 日本史で学ぶ経済学 横山 和輝 東洋経済新報社

73 農業崩壊 吉田 忠則 日経BP社

74 対岸の家事 朱野 帰子 講談社

75 骸の鍵 麻見 和史 双葉社

76 地球星人 村田 沙耶香 新潮社

77 虹の図鑑 武田 康男 緑書房

78 信長の原理 垣根 涼介 KADOKAWA

79 スマホに負けない子育てのススメ 諸富 祥彦 主婦の友社

80 シルバー川柳　8 全国有料老人ホーム協会 ポプラ社

81 定本吉良の言い分　上 岳 真也 天夢人

82 定本吉良の言い分　下 岳 真也 天夢人

83 PIT特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐 貴久 光文社

84 グリーン・グリーン　2 あさの あつこ 徳間書店

85 緑茶コーヒーダイエット 工藤 孝文 日本実業出版社

86 永善堂病院もの忘れ外来 佐野 香織 ポプラ社

87 帝都探偵大戦 芦辺 拓 東京創元社

88 芸人と俳人 又吉 直樹 集英社



資料名 著者名 出版者

89 実験対決　27 洪 鐘賢 朝日新聞出版

90 実験対決　28 洪 鐘賢 朝日新聞出版

91 オレは、センセーなんかじゃない! おかざき さとこ 学研プラス

92 くろグミ団は名探偵 ユリアン　プレス 岩波書店

93 おしごとおしごとなににする? なとり ちづ 福音館書店

94 だいすきライオンさん ジム　ヘルモア フレーベル館

95 アイヌ 北原 モコットゥナシ 岩崎書店

96 電車大集合! 山崎 友也 永岡書店

97 くろグミ団は名探偵 ユリアン　プレス 岩波書店

98 ねこの商売 林原 玉枝 福音館書店

99 池上彰のはじめてのお金の教科書 池上 彰 幻冬舎

100 科学探偵VS.学校の七不思議 佐東 みどり 朝日新聞出版

101 あいことばは名探偵 杉山 亮 偕成社

102 いじめているきみへ 春名 風花 朝日新聞出版

103 ため池の外来生物がわかる本 加藤 英明 徳間書店

104 ぼくは恐竜探険家! 小林 快次 講談社

105 しゅわしゅわ村のゆかいなのりもの くせ さなえ 偕成社

106 きりみ 長嶋 祐成 河出書房新社

107 月の満ちかけをながめよう 森 雅之 誠文堂新光社

108 つみきでんしゃ 藤本 ともひこ 交通新聞社

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：児童



109 ショベルくんとあおいはな ヨーゼフ　クフラー 学研プラス

110 あきぞらさんぽ えがしら みちこ 講談社

111 給食アンサンブル 如月 かずさ 光村図書出版

112 ともだちドロボウ のぶみ 講談社

113 なまえをつけて 谷川 俊太郎 講談社

114 科学探偵VS.呪いの修学旅行 佐東 みどり 朝日新聞出版

115 ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 市川 宣子 講談社

116 おりがみだいすき! 山田 勝久 池田書店

117 ジャック・ジャックねんねのだいぼうけん メレディス　ルースー 小学館

118 うさぎがおうちにやってきた! 岡野 祐士 学研プラス

119 おいもころころ いもと ようこ 金の星社

120 ぼくがスカートをはく日 エイミ　ポロンスキー 学研プラス

121 IQパズル 雅 孝司 汐文社

122 ねこの町の本屋さん 小手鞠 るい 講談社

123 忍者の迷路 香川 元太郎 PHP研究所

124 ジュニア空想科学読本　13 柳田 理科雄 KADOKAWA

125 ジュニア空想科学読本　14 柳田 理科雄 KADOKAWA

126 マンガではじめる!子ども将棋 羽生 善治 西東社

127 カッターであそぼう! 五味 太郎 KTC中央出版

128 ゆびもじえほん 全国手話通訳問題研究会 クリエイツかもがわ

129 ブリタニカ科学まんが図鑑人体 森田 豊 ナツメ社

130 すきま地蔵 室井 滋 白泉社

131 つきみだんご はまの ゆか 光村教育図書



132 ブリタニカ科学まんが図鑑ロボット 古田 貴之 ナツメ社

133 モンスター・ホテルでハロウィン 柏葉 幸子 小峰書店

134 きのこレストラン 新開 孝 ポプラ社

135 ホオズキくんのオバケ事件簿　1 富安 陽子 ポプラ社

136
中学生中間・期末テストの点数がグンと伸
びる勉強法

高濱 正伸 洋泉社

137 みちのく妖怪ツアー 佐々木 ひとみ 新日本出版社

138 義肢装具士の一日 WILLこども知育研究所著 保育社

139 5分間のサバイバル　2年生 韓 賢東 朝日新聞出版

140 どんぐりむらのいちねんかん なかや みわ 学研プラス

141 おいも! 石津 ちひろ 小峰書店

142 いっしょがいいよね あべ はじめ くもん出版

143 まちのくるま コヨセ ジュンジ WAVE出版

144 科学探偵VS.魔界の都市伝説 佐東 みどり 朝日新聞出版

145 科学探偵VS.闇のホームズ学園 佐東 みどり 朝日新聞出版

146 発明対決　13 ゴムドリco. 朝日新聞出版

147 プリンちゃんのハロウィン なかがわ ちひろ 理論社

148 石たちの声がきこえる マーグリート　ルアーズ 新日本出版社

149 いっしょにかえろう ハイロ　ブイトラゴ 岩崎書店

150 めんたべよう! 小西 英子 福音館書店

151 知っていますか?SDGs 日本ユニセフ協会 さ・え・ら書房

152 いちばんのともだち ジェニファー　K.マン 光村教育図書

153 森のとしょかんのひみつ 小手鞠 るい 金の星社

154 かたあしの母すずめ 椋 鳩十 理論社



155 入学準備の図鑑 無藤 隆 学研プラス

156 アチチの小鬼 岡田 淳 偕成社

157 行ったり来たり大通り 五味 太郎 絵本館

158 ひとりぼっちのつる 椋 鳩十 理論社

159 ねずみくんのうんどうかい なかえ よしを ポプラ社

160 おしりたんてい みはらしそうのかいじけん トロル　え ポプラ社

161 おつきさまのおさんぽ カワチ レン 学研プラス

資料名 著者名 出版者

162 ＥＳＳＥ　2018年10月号 （株）扶桑社

163 オ‐ル讀物　2018年9月号 文藝春秋

164 現代農業　2018年10月号 農山漁村文化協会

165 壮快　2018年11月号 マキノ

166 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2018年10月号 ベネッセコーポレーション

167 婦人公論　2018年9月11日号 中央公論社

168 婦人公論　2018年9月25日号 中央公論社

169 どうぎゃん　2018年9月号 どうぎゃん編集部

170 ＭＯＲＥ　2018年10月号 集英社

171 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年9月13日 文藝春秋

172 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年9月27日 文藝春秋

173 ゴルフダイジェスト　2018年10月号 ゴルフダイジェスト社

174 かぞくのじかん  夏  Vol44 婦人之友社

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌


