
資料名 著者名 出版者

1 徳川一族大全 廣済堂出版

2 女子刑務所ライフ! 中野 瑠美 イースト・プレス

3 長兵衛天眼帳 山本 一力 KADOKAWA

4 ロンリネス 桐野 夏生 光文社

5 世界を変えた14の密約 ジャック　ペレッティ 文藝春秋

6 9条誕生 塩田 純 岩波書店

7 宇宙ビジネスの衝撃 大貫 美鈴 ダイヤモンド社

8 恋の川、春の町 風野 真知雄 KADOKAWA

9 シンプルがおいしい飛田さんの野菜レシピ 飛田 和緒 NHK出版

10 図解でわかる痛風・高尿酸血症 谷口 敦夫 主婦の友社

11 ディス・イズ・ザ・デイ 津村 記久子 朝日新聞出版

12 ハローワーク採用の絶対法則 五十川 将史 誠文堂新光社

13 NHKスペシャル シリーズ大江戸の世界 洋泉社

14 石けんだけで肌はきれいになる 井出 順子 ベストセラーズ

15 西郷どん　後編 NHK出版

16 栄養まるごと10割レシピ! 小田 真規子 世界文化社

17 民泊の手続き・届出がわかる本 串田 誠一 成美堂出版

18 エックス線物語 馬場 祐治 本の泉社

19
変わる入試に強くなる小3までに伸ばした
い「作文力」

樋口 裕一 青春出版社

20 経営者 永野 健二 新潮社

21 地層のきほん 目代 邦康 誠文堂新光社

22 極上の孤独 下重 暁子 幻冬舎
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23 青嵐の坂 葉室 麟 KADOKAWA

24 ミルク・アンド・ハニー 村山 由佳 文藝春秋

25 ファーストラヴ 島本 理生 文藝春秋

26 道具箱はささやく 長岡 弘樹 祥伝社

27 玉村警部補の巡礼 海堂 尊 宝島社

28 六月の雪 乃南 アサ 文藝春秋

29 つみたてNISAでお金は勝手に増えていく! 頼藤 太希 スタンダーズ

30 引っ越し大名三千里 土橋 章宏 角川春樹事務所

31 NISA完全ガイド　　2018 晋遊舎

32
砂・泥あそび雨の日あそび水あそびプール
あそびアイデア101

阿部 直美 学研プラス

33 いじめで死なせない 岸田 雪子 新潮社

34 お年寄りのためのひとり分料理 佐伯 知美 主婦の友社

35 ライトマイファイア 伊東 潤 毎日新聞出版

36 終活夫婦 中尾 彬 講談社

37 怪しくて妖しくて 阿刀田 高 集英社

38 薬草のちから 新田 理恵 晶文社

39 やせるこぶしカッサ 山口 良純 学研プラス

40
女子栄養大学の誰も教えてくれない発酵食
のすべて

五明 紀春 エクスナレッジ

41 万引き家族 是枝 裕和 宝島社

42 半分、青い。　上 北川 悦吏子 文藝春秋

43
よくわかる痛風・高尿酸血症を治すおいし
い食事

金澤 良枝 主婦の友社

44 スタンドアップ! 五十嵐 貴久 PHP研究所

45 ストーブ列車殺人事件 西村 京太郎 双葉社

46 官邸襲撃 高嶋 哲夫 PHP研究所



47 完全犯罪の死角 香納 諒一 光文社

48 ポストカプセル 折原 一 光文社

49 絶望キャラメル 島田 雅彦 河出書房新社

50 さしすせその女たち 椰月 美智子 KADOKAWA

51 名探偵誕生 似鳥 鶏 実業之日本社

52 家族のコトバ　Vol.1 VERY編集部 光文社

53 「きぼう」のつくりかた 長谷川 義幸 地人書館

54 真夜中の子供 辻 仁成 河出書房新社

55 10分間ラブストーリー 凛 ゴマブックス

56 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村 深月 講談社

57 失楽園のイヴ 藤本 ひとみ 講談社

58 空港時光 温 又柔 河出書房新社

59 基礎からわかる損害保険 中出 哲 有斐閣

60 ψの悲劇 森 博嗣 講談社

61 偽姉妹 山崎 ナオコーラ 中央公論新社

62 世界の難民をたすける30の方法 滝澤 三郎 合同出版

63 るるぶ熊本阿蘇天草　2019 JTBパブリッシング

64 師弟の祈り 仁木 英之 新潮社

65 たすけて!エクセルがむずかしいっス みやした ゆきこ 日経BP社

66 平城京 安部 龍太郎 KADOKAWA

67 火のないところに煙は 芦沢 央 新潮社

68
あなたを支配し、社会を破壊する、AI・
ビッグデータの罠

キャシー　オニール インターシフト

69 天子蒙塵　'第3巻 浅田 次郎 講談社

70 そして夜は甦る 原 尞 早川書房

71 火花散る あさの あつこ PHP研究所
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72 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ PHP研究所

73 おかあちゃんがおこるわけ もり まさよ 文芸社

74 あのねあのね えがしら みちこ あかね書房

75 おしりどろぼう 陣崎 草子 くもん出版

76 ごんげさま 柳田 国男 汐文社

77 サナギのひみつ 三輪 一雄 ポプラ社

78 キリンの運びかた、教えます 岩貞 るみこ 講談社

79 からだをうごかすえほん のぶみ 幻冬舎

80 昆虫の体重測定 吉谷 昭憲 福音館書店

81 はじめよう!たのしいギターforキッズ 浦田 泰宏
ヤマハミュージックエンタ
テインメントホールディン
グス

82 しっぽがない! 犬塚 則久 福音館書店

83 ききいっぱつねこざかな わたなべ ゆういち フレーベル館

84 言語聴覚士の一日 WILLこども知育研究所 保育社

85 ぼく、おたまじゃくし? 田島 征三 佼成出版社

86 菜の子ちゃんとキツネ力士 富安 陽子 福音館書店

87 ざんねんないきもの事典　続々 今泉 忠明 高橋書店

88 ウシクルナ! 陣崎 草子 光村図書出版

89 しぜんのかたち せかいのかたち K.L.ゴーイング BL出版

90 ちっちゃいおおきいおんなのこ クレア　キーン ほるぷ出版

91 あかちゃんがどんぶらこ! アラン　アールバーグ 徳間書店

92 あかんぼっかん ザ　キャビンカンパニー 偕成社

93
身近なものでできる自由研究かんたんじて
ん

成美堂出版編集部 成美堂出版

94 うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠 るい 講談社
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95 ひきがえるにげんまん 最上 一平 ポプラ社

96 とってもなまえのおおいネコ ケイティ　ハーネット 評論社

97 目に見えない微生物の世界 エレーヌ　ラッジカク 河出書房新社

98 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合 光昭 文溪堂

99 疾風の女子マネ! まはら 三桃 小学館

100 ねるじかん 鈴木 のりたけ アリス館

101 にゅうどうぐも 野坂 勇作 福音館書店

102 しゅくだいクロール 福田 岩緒 PHP研究所

103 旅の絵本　9 安野 光雅 福音館書店

104 ちびちっち ステファニー　ブレイク あすなろ書房

105 そうべえときじむなー たじま ゆきひこ 童心社

106 C♥SCHOOL心理テスト&ゲームBOOK 小泉 茉莉花 朝日新聞出版

107 ざんねんな歴史人物 真山 知幸 学研プラス

108 へんしんたんてい あきやま ただし 金の星社

109 ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋 源一郎 朝日新聞出版

110 せかいかえるかいぎ 近藤 薫美子 ポプラ社

111 バイオロギングで新発見! 中野 富美子 あかね書房

112 世界を救うパンの缶詰 菅 聖子 ほるぷ出版

113 またまた ねえ、どれがいい? ジョン　バーニンガム 評論社

114 はなびのひ たしろ ちさと 佼成出版社



資料名 著者名 出版者

115
かぞくのじかん  夏  Vol44  '第１巻 第５
号 (通巻５巻)

婦人之友社

116 壮快　2018年8月号 マキノ

117 ＭＯＲＥ　2018年7月号 集英社

118 現代農業  2018年7月号 農山漁村文化協会

119 ＥＳＳＥ  2018年7月号 （株）扶桑社

120 Ｎｕｍｂｅｒ  2018年6月14日 文藝春秋

121 ＭＯＲＥ　2018年8月号 集英社

122 どうぎゃん　2018年6月・7月号 どうぎゃん編集部

123 きょうの料理　2018年7月号 日本放送出版協会

124 婦人公論  2018年6/26号 中央公論社

125 趣味の園芸　2018年7月号 日本放送出版協会

126 オ‐ル讀物　2018年7月号 文藝春秋

127 婦人公論  2018年7月10日号 中央公論社

128 ゴルフダイジェスト　2018年8月号 ゴルフダイジェスト社

129 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年7月19日 文藝春秋

130 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2018年7月号 ベネッセコーポレーション

131 武道　2018年5月号 (財)日本武道館

132 武道　2018年6月号 (財)日本武道館

133 俳句界  2018年6月号 文学の森

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌


