
資料名 著者名 出版者

1 ふたつの夏 谷川 俊太郎 小学館

2 「働き方改革法」の実務 川嶋 英明 日本法令

3
ゲームはやっぱり定番が面白い!ジャンケン
もう一工夫BEST55+α

中村 健一 黎明書房

4 子どもを守る防災手帖 MAMA PLUG KADOKAWA

5 稼ぐ!地方創生 山本 幸三
タウン情報全国ネットワー
ク

6 るるぶにっぽんの博物館 JTBパブリッシング

7 火星の科学 藤井 旭 誠文堂新光社

8 「観る将」もわかる将棋用語ガイド 青野 照市 創元社

9 「毒婦」和歌山カレー事件20年目の真実 田中 ひかる ビジネス社

10 ふたりぐらし 桜木 紫乃 新潮社

11
人気キャラクターのちょこっとメモ折り紙
あそび

いしばし なおこ ブティック社

12 5分で結べる!簡単らくらく半幅帯のお洒落 石田 節子 世界文化社

13 ニュース池上塾 池上 彰 祥伝社

14 ウドウロク 有働 由美子 新潮社

15 麵・丼・おかずの爆速バズレシピ101 リュウジ 扶桑社

16 ギケイキ　2 町田 康 河出書房新社

17
相続の諸手続きと届出がすべてわかる本
'18～'19年版

河原崎 弘 成美堂出版

18 能登花嫁列車殺人事件 西村 京太郎 光文社

19 走り続ける力 山中 伸弥 毎日新聞出版

20 着まわしサラダ 原田 沙奈子 主婦の友社

21 シマウマのしまはサカナのほね 小宮 輝之 メディアパル

22 図鑑日本の鳴く虫 奥山 風太郎 エムピージェー

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



23 琴乃木山荘の不思議事件簿 大倉 崇裕 山と溪谷社

24 スズメバチの真実 中村 雅雄 八坂書房

25 「動じない心」をつくる85の言葉 植西 聰 ゴマブックス

26 知識ゼロからの甘酒入門 石澤 清美 幻冬舎

27 鏡の背面 篠田 節子 集英社

28 ずっと大切に使いたい和布の袋物 ブティック社

29
「あ～めんどくさい!」と思った時に読むマ
マ友の距離感

西東 桂子 青春出版社

30
ゼロから始める海釣り入門　堤防・海釣り公園
編

コスミック出版

31 「もしも」に役立つ!おやこで防災力アップ 今泉 マユ子 清流出版

32 気象災害から身を守る大切なことわざ 弓木 春奈 河出書房新社

33 蝶のゆくへ 葉室 麟 集英社

34 マネージャーの問題地図 沢渡 あまね 技術評論社

35 罪なき子 小杉 健治 双葉社

36 文学部 戸田 恭子 ぺりかん社

37 ミステリなふたり あなたにお茶と音楽を 太田 忠司 東京創元社

38
自分で考えて動ける子になるモンテッソー
リの育て方

上谷 君枝 実務教育出版

39 私たちは生きづらさを抱えている 姫野 桂 イースト・プレス

40 ミダスの河 柄刀 一 祥伝社

41 カルピスをつくった男 三島海雲 山川 徹 小学館

42 IoTクライシス NHKスペシャル取材班 NHK出版

43 ノーベル文学賞を読む 橋本 陽介 KADOKAWA

44 パパはわるものチャンピオン 藤村 享平 岩崎書店

45 教育学部 三井 綾子 ぺりかん社



46 HSCの子育てハッピーアドバイス 明橋 大二 1万年堂出版

47 シニアの白内障緑内障加齢黄斑変性 大鹿 哲郎 NHK出版

48 くまのプーさんハンドメイドBOOK ブティック社

49 認知症予防におすすめ図書館利用術　1 結城 俊也 日外アソシエーツ

50 認知症予防におすすめ図書館利用術　2 結城 俊也 日外アソシエーツ

51
地図とデータで見る女性の世界ハンドブッ
ク

イザベル　アタネ 原書房

52 まわしよみ新聞をつくろう! 陸奥 賢 創元社

53 為替が動くと、世の中どうなる? 角川 総一 すばる舎

54
すぐに役立つ入門図解最新告訴・告発・刑
事トラブル解決マニュアル

木島 康雄 三修社

55 るるぶ東京観光　2019 JTBパブリッシング

56 るるぶ伊豆箱根　2019 JTBパブリッシング

57 るるぶ沖縄ベスト　2019 JTBパブリッシング

58 るるぶ名古屋　2019 JTBパブリッシング

59 るるぶ広島宮島　2019 JTBパブリッシング

60 るるぶ福岡　2019 JTBパブリッシング

61 るるぶ山陰　2019 JTBパブリッシング

62 青少年のための小説入門 久保寺 健彦 集英社

63 ひとりごはんの愉しみと工夫 有元 葉子 東京書籍

64 雪ぐ人 佐々木 健一 NHK出版

65 くすだま折り花百科 久保 満里子 ブティック社

66 ツキマトウ 真梨 幸子 KADOKAWA

67 禅とジブリ 鈴木 敏夫 淡交社

68 四十歳、未婚出産 垣谷 美雨 幻冬舎



69 つくってあそぼう! 吉井 潤 青弓社

70 親子で学習&自由研究
東京新聞「親子でぶら
り」取材班

山川出版社

71 悪玉伝 朝井 まかて KADOKAWA

72 活断層が分かる本 國生 剛治 技報堂出版

73 咳をしても一人と一匹 群 ようこ KADOKAWA

74 絵封筒の描き方 吉水 咲子 誠文堂新光社

75 バックパッキング登山入門 四角 大輔 枻出版社

76 一億円のさようなら 白石 一文 徳間書店

77 宵物語 西尾 維新 講談社

78 ガラスの殺意 秋吉 理香子 双葉社

79 マトリョーシカ・ブラッド 呉 勝浩 徳間書店

80 ツウになる!ビールの教本 友田 晶子 秀和システム

81 翼竜館の宝石商人 高野 史緒 講談社

82 障害者白書　平成30年版 内閣府集 勝美印刷(印刷)

83 島のエアライン　上 黒木 亮 毎日新聞出版

84 島のエアライン　下 黒木 亮 毎日新聞出版

85 静かに、ねぇ、静かに 本谷 有希子 講談社

86 すぐ死ぬんだから 内館 牧子 講談社

87 凍てつく太陽 葉真中 顕 幻冬舎

88 看護学部・保健医療学部 松井 大助 ぺりかん社

89 襲来　上 帚木 蓬生 講談社

90 襲来　下 帚木 蓬生 講談社



91 いい老い加減 石川 恭三 河出書房新社

92 新TVのそばに一冊ワールドアトラス 帝国書院 帝国書院

93 歪んだ波紋 塩田 武士 講談社

94 新錯視図鑑 杉原 厚吉 誠文堂新光社

95 ある日失わずにすむもの 乙川 優三郎 徳間書店

96 社会学部・観光学部 中村 正人 ぺりかん社

97 大豆の科学 五日市 哲雄 日刊工業新聞社

98 亡くなる前にやっておきたい手続きと対策 相続手続支援センター ビジネス教育出版社

99 ナンプラーがあればダシはいらない ワタナベ マキ グラフィック社

100 かみさまは小学5年生 すみれ サンマーク出版

101 ぷっくりディズニーニットマット 城戸 珠美 ブティック社

102 どうぶつのおちんちん学 浅利 昌男 緑書房

103 赤い靴 大山 淳子 ポプラ社

104
幕末・維新～並列100年日本史&世界史年
表

山本 博文 NHK出版

105 冷たい檻 伊岡 瞬 中央公論新社

106 ブロードキャスト 湊 かなえ KADOKAWA

107 学校は行かなくてもいい 小幡 和輝 健康ジャーナル社

108 「グレイヘア」美マダムへの道 朝倉 真弓 小学館

109 世界で活躍する仕事100
三菱UFJリサーチ&コン
サルティング

東洋経済新報社

110
「仕事を続けられる人」と「仕事を失う
人」の習慣

前川 孝雄 明日香出版社

111 引火点 笹本 稜平 幻冬舎

112 銀行デジタル革命 木内 登英 東洋経済新報社



113 任俠浴場 今野 敏 中央公論新社

114 日傘を差す女 伊集院 静 文藝春秋

115 理学部・理工学部 佐藤 成美 ぺりかん社

116
マイペースで働く!自宅でひとり起業仕事図
鑑

滝岡 幸子 同文舘出版

117 スケルトン・キー 道尾 秀介 KADOKAWA

118 死にたい、ですか 村上 しいこ 小学館

119 誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書 清泉 亮 東洋経済新報社

120 母のあしおと 神田 茜 集英社

121 銀幕のメッセージ 鯨 統一郎 光文社

122
すぐに役立つ入門図解最新交通事故の法律
とトラブル解決マニュアル

木島 康雄 三修社

123 子供・若者白書　平成30年版 内閣府集 日経印刷

124 ボーダレス 誉田 哲也 光文社



資料名 著者名 出版者

125 アンパンマン大図鑑プラス　1 やなせ たかし フレーベル館

126 アンパンマン大図鑑プラス　2 やなせ たかし フレーベル館

127 ナナコのキッチンガーデン はせがわ かこ 講談社

128 ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ ゆみこ 教育画劇

129 ガムじいさん、あんたサイアクだよ! アンディ　スタントン 小峰書店

130 すなのたね シビル　ドラクロワ 講談社

131 ミライちゃん、すきくないの 細田 守 KADOKAWA

132 ガラスの梨 越水 利江子 ポプラ社

133 雨ふる本屋と雨もりの森 日向 理恵子 童心社

134 ブリタニカ科学まんが図鑑宇宙 日本科学未来館 ナツメ社

135 暗号の大研究 伊藤 正史 PHP研究所

136 四字熟語キャラクター図鑑 深谷 圭助 日本図書センター

137 3にんのひめと王子 間所 ひさこ 学研プラス

138 ぼくらの卒業旅行(グランド・ツアー) 宗田 理 ポプラ社

139 どっせい!ねこまたずもう 石黒 亜矢子 ポプラ社

140 空想科学学園　すごいぞ!ぼくらの地球編 柳田 理科雄 KADOKAWA

141 ブリタニカ科学まんが図鑑恐竜 小林 快次 ナツメ社

142 おなべの妖精一家　1 福田 隆浩 講談社

143 ABCのでんしゃじてん くにすえ たくし 視覚デザイン研究所

144 嘉納治五郎 真田 久 小学館

145 怪談オウマガドキ学園　25 常光 徹 童心社

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：児童



146 怪談オウマガドキ学園　26 常光 徹 童心社

147 シンデレラのねずみ 斉藤 洋 偕成社

148 NEWウォーリーのふしぎなたび
マーティン ハンド
フォード

フレーベル館

149 ブリタニカ科学まんが図鑑天気 蓬萊 大介 ナツメ社

150 わたしの森に アーサー　ビナード くもん出版

151 視能訓練士の一日 WILLこども知育研究所 保育社

152 古事記 斉藤 洋 講談社

153 秘密基地のつくりかた教えます 那須 正幹 ポプラ社

154 やきそばばんばん はらぺこめがね　装丁 あかね書房

155 いいからいいから　5 長谷川 義史 絵本館

156 おりがみどうぶつえん&すいぞくかん 新宮 文明 日本文芸社

157 はらぺこあおむし エリック=カール 偕成社

158 サメだいすきすいぞくかん ともなが たろ アリス館

159 妖怪いじわるスマートフォン 土屋 富士夫 PHP研究所

160
みんなが知りたい!「世界のふしぎ」がわか
る本

カルチャーランド メイツ出版

161 シャンシャンと上野動物園パンダ物語 高橋 うらら フレーベル館

162 きんぎょさんとめだかさん とよた かずひこ 世界文化社

163 目でみる水面下の図鑑 こどもくらぶ 東京書籍

164 星空を届けたい 高橋 真理子 ほるぷ出版

165 ぼくたちのP にしがき ようこ 小学館

166 ごろりんたまねぎ いわさ ゆうこ 童心社

167 小平奈緒 甲斐 毅彦 汐文社

168 よくわかる海上保安庁 海上保安協会 PHP研究所



169
こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の
図鑑

柴山 元彦 創元社

170 じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版

171 兄ちゃんは戦国武将! 佐々木 ひとみ くもん出版

172 占い屋敷と消えた夢ノート 西村 友里 金の星社

173 ねことねずみ いもと ようこ 金の星社

174 ストローとモールでつくる幾何学オブジェ 日本数学検定協会 日本数学検定協会

175 なーんにみえる?わくわくパン コローロ 赤ちゃんとママ社

176 あーん!はがぬけない くすのき しげのり アリス館

177 本屋さんのルビねこ 野中 柊 理論社

178 スタンリーとちいさな火星人 サイモン　ジェームズ あすなろ書房

179 きょうがはじまる ジュリー　モースタッド BL出版

180
キャベたまたんていきょうりゅう島できき
いっぱつ

三田村 信行 金の星社

181 昔話法廷　Season3
NHK Eテレ「昔話法
廷」制作班

金の星社

182 すいかのプール アンニョン　タル 岩波書店

183 ソフィーとちいさなおともだち
パット　ジトロー　ミ
ラー

光村教育図書

184 ぼんやきゅう 指田 和 ポプラ社

185 空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和氣 晃司 彩流社

186 ありがとう いもと ようこと文 至光社

187 ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくん 薫 くみこ ひさかたチャイルド

188 LOVE
マット　デ　ラ　ペー
ニャ

評論社

189 伊賀のキャベ丸 川端 誠 BL出版

190 気がつけば動物学者三代 今泉 忠明 講談社

191 ねこはまいにちいそがしい ジョー　ウィリアムソン 徳間書店



192 へんなともだちマンホーくん 村上 しいこ 講談社

193 シロガラス　5 佐藤 多佳子 偕成社

194 ヒョウのハチ 門田 隆将 小学館

195 シカクさん マック　バーネット クレヨンハウス

196 くろくんとちいさいしろくん なかや みわ 童心社

197 発明対決　12 ゴムドリco. 朝日新聞出版

198 かいけつゾロリのドラゴンたいじ　2 原 ゆたか ポプラ社

199 楽しく作ろう!しかけ貯金箱 佐藤 京子 ブティック社

200 地震がきたらどうすればいいの? あかぎ かんこ 埼玉福祉会

201
「びっくり!」から「なぜ?」を学ぶ小学生
の理科実験

北原 淳 池田書店

202 のりもの 学研プラス

203 こどものための防災教室 今泉 マユ子 理論社

204 サラとピンキー たからじまへ行く 富安 陽子 講談社

205 バッタロボットのぼうけん まつおか たつひで ポプラ社

206 きゅうきゅうしゃのぴーとくん 正高 もとこ 岩崎書店

207 こどもあそびうた 谷川 俊太郎 童話屋

208 くいしんぼうのクジラ 谷口 智則 あかね書房

209 おともだちたべちゃった ハイディ　マッキノン 潮出版社

210 ノホホンむらのねこたち さとう あや 理論社



資料名 著者名 出版者

211 ＥＳＳＥ　2018年9月号 （株）扶桑社

212 きょうの料理　2018年9月号 日本放送出版協会

213 壮快　2018年10月号 マキノ

214 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年8月16日 文藝春秋

215 ＭＯＲＥ　2018年9月号 集英社

216 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年8月30日 文藝春秋

217 趣味の園芸　2018年9月号 日本放送出版協会

218 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2018年9月号 ベネッセコーポレーション

219 婦人公論　2018年8/28号 中央公論社

220 現代農業　2018年9月号 農山漁村文化協会

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌


