
資料名 著者名 出版者

1
人生百年時代の「こころ」と「体」の整え
方

五木 寛之 PHP研究所

2
10歳までに身につけたい一生困らない子
どものマナー

西出 ひろ子 青春出版社

3 不在 彩瀬 まる KADOKAWA

4 星夜航行  上巻 飯嶋 和一 新潮社

5 星夜航行  下巻 飯嶋 和一 新潮社

6 図解募集から内定までの採用マニュアル 本田 和盛 成美堂出版

7 脂質異常症がよくわかる本 寺本 民生 講談社

8 大人も楽しい博物館に行こう 昭文社

9 相続と遺言のことならこの1冊 石原 豊昭 自由国民社

10 図解福祉の法律と手続きがわかる事典 若林 美佳 三修社

11 シニアのためのバラ栽培 高木 絢子 NHK出版

12 育てておいしい、楽しいはじめてのハーブ 松井 孝 主婦の友社

13 遊べる列車100選 谷崎 竜 イカロス出版

14 皇后四代の歴史 森 暢平 吉川弘文館

15 これからはじめる在宅勤務制度 毎熊 典子 中央経済社

16 SLAM DUNK 1 井上 雄彦 集英社

17 SLAM DUNK 2 井上 雄彦 集英社

18 SLAM DUNK 3 井上 雄彦 集英社

19 無限の玄/風下の朱 古谷田 奈月 筑摩書房

20 風に恋う 額賀 澪 文藝春秋

21 ブルーハワイ 青山 七恵 河出書房新社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



22 地に滾る あさの あつこ 祥伝社

23 感情の問題地図 関屋 裕希 技術評論社

24 金子兜太のことば 石 寒太著 毎日新聞出版

25 若旦那のひざまくら 坂井 希久子 双葉社

26 火環(ひのわ) 村田 喜代子 平凡社

27 法学部 山下 久猛 ぺりかん社

28 血管&脳が若返る!「水煮缶」簡単レシピ 石原 新菜 扶桑社

29 もう「はい」としか言えない 松尾 スズキ 文藝春秋

30 火影に咲く 木内 昇 集英社

31 TIMELESS 朝吹 真理子 新潮社

32 堕天使たちの夜会 福田 和代 朝日新聞出版

33 太陽を創った少年 トム　クラインズ 早川書房

34
自分で直せば断然お得!身のまわりの修理の
教科書

西沢 正和 PHP研究所

35 本性 伊岡 瞬 KADOKAWA

36 天地に燦たり 川越 宗一 文藝春秋

37 辛くならない子育てのコツ 坂東 眞理子 秀和システム

38 連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山 七里 宝島社

39 しない。 群 ようこ 集英社

40
コピーして使えるシニアの漢字で脳トレー
ニング

脳トレーニング研究会 黎明書房

41 分離症・すべり症は自分で治せる! 酒井 慎太郎 学研プラス

42 選べなかった命 河合 香織 文藝春秋

43
やさしい日本語とやさしい英語でおもてな
し

藤田 玲子 研究社

44 送り火 高橋 弘希 文藝春秋



45 能面検事 中山 七里 光文社

46 下町ロケット  3 池井戸 潤 小学館

47 冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこ ようこ 主婦の友社

48 収録を終えて、こんなことを考えた 村上 龍 日本経済新聞出版社

49 福家警部補の考察 大倉 崇裕 東京創元社

50 ぼくは泣かない 岩崎 夏海 廣済堂出版

51
介護職が知っておきたい接遇マナーのきほ
ん

蜂谷 英津子 日本実業出版社

52 シーア派とスンニ派 池内 恵 新潮社

53 あした死んでもいい身辺整理 ごんおばちゃま 興陽館

54 しき 町屋 良平 河出書房新社

55 ふわふわ 谷川 俊太郎 スイッチ・パブリッシング

56 いちごの唄 岡田 惠和 朝日新聞出版

57 燃える波 村山 由佳 中央公論新社

58 三毛猫ホームズの復活祭 赤川 次郎 光文社

59 彼女の恐喝 藤田 宜永 実業之日本社

60 赤い風 梶 よう子 文藝春秋

61 絵金、闇を塗る 木下 昌輝 集英社

62
かぎ針で編んで作るビーズクロッシェのブ
レスレット

日本ヴォーグ社

63 男女共同参画白書  平成30年版 内閣府男女共同参画局集 勝美印刷

64 雨降る森の犬 馳 星周 集英社

65 焦土の刑事 堂場 瞬一 講談社

66 秘録島原の乱 加藤 廣 新潮社

67 ボケない食事と習慣 南雲 吉則 日本文芸社



68 むすびつき 畠中 恵 新潮社

69 友を待つ 本城 雅人 東京創元社

70 「徹子の部屋」の花しごと 石橋 恵三子 産業編集センター

71 泥濘 黒川 博行 文藝春秋

72 彼女は頭が悪いから 姫野 カオルコ 文藝春秋

資料名 著者名 出版者

73 このいえもむかしは ジュリー　フォリアーノ BL出版

74 この計画はひみつです ジョナ　ウィンター 鈴木出版

75 実験・観察大図鑑 ロバート　ウィンストン 新星出版社

76 ぎょうれつのできるはちみつやさん ふくざわ ゆみこ 教育画劇

77 こうえんのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

78
おたんじょうびおめでとう!子パンダシャン
シャン成長日記

徳間書店児童書編集部 徳間書店

79 サブキャラたちの日本昔話 斉藤 洋 偕成社

80 月とアポロとマーガレット ディーン　ロビンズ 評論社

81 だっこっこ 穂高 順也 岩崎書店

82 まっかっかトマト いわさ ゆうこ 童心社

83 ごんごろじゃがいも いわさ ゆうこ 童心社

84 とべたよとべたよ わかやま しずこ 童心社

85
はじめてのちいさないきもののしいくとか
んさつ

武田 晋一 学研プラス

86 泥 ルイス　サッカー 小学館

87 くいしんぼうのおつきさま なかた みちよ 文研出版

88 だいすきシャンシャン KADOKAWA

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：児童



89 みつけた!おもしろ虫 谷本 雄治 童心社

90 ふねのとしょかん いしい つとむ 文研出版

91
もったいないばあさんのおいしいあいうえ
お

真珠 まりこ 講談社

92 つやっつやなす いわさ ゆうこ 童心社

93 どっかんだいこん いわさ ゆうこ 童心社

94 みつけた!びっくり虫 谷本 雄治 童心社

95 ふしぎなしっぽのねこカティンカ ジュディス　カー 徳間書店

96 シルクロードのあかい空 イザベル　シムレール 岩波書店

97 みえるとかみえないとか ヨシタケ シンスケ アリス館

98 英語でもよめるじぶんだけのいろ レオ=レオニ 好学社

99 どすこいすしずもう アン マサコ 講談社

100 十年屋 廣嶋 玲子 静山社

101 もぐらはすごい アヤ井 アキコ アリス館

102 グレッグのダメ日記 にげだしたいよ! ジェフ　キニー ポプラ社

103 ソフィーのくだものばたけ ゲルダ　ミューラー BL出版

104 モンゴル大草原800年
イチンノロブ　ガンバー
トル

福音館書店

105 作家になりたい! 1 小林 深雪 講談社

106 作家になりたい! 2 小林 深雪 講談社

107 作家になりたい! 3 小林 深雪 講談社

108 親子で遊べる恐竜知育ぶっく 群馬県立自然史博物館 朝日新聞出版

109 だんまりうさぎとおほしさま 安房 直子 偕成社

110 ヨッちゃんのよわむし 那須 正幹 ポプラ社

111
羽生善治の3手・5手・7手ステップアップ
詰め将棋

羽生 善治 主婦の友インフォス



112 きゃっきゃキャベツ いわさ ゆうこ 童心社

113
つくって遊べる!小学生のおもしろ工作
3・4年生

立花 愛子 メイツ出版

114 マンガでよくわかる少年野球  攻撃編 大泉書店編集部 大泉書店

115 マンガでよくわかる少年野球 守備編 大泉書店編集部 大泉書店

116 ふたりはとっても本がすき! 如月 かずさ 小峰書店

117 愛して育てるいきもの図鑑 今泉 忠明 カンゼン

118 こだわっていこう 村上 しいこ 学研プラス

119 ぼくにまかせて!
デイヴィッド　ウィーズ
ナー

BL出版

120 SLAM DUNK  4 井上 雄彦 集英社

121 SLAM DUNK  5 井上 雄彦 集英社

122 SLAM DUNK  6 井上 雄彦 集英社

123 きむらゆういち式うごく!かみ工作ランド 1 きむら ゆういち 岩崎書店

124 きむらゆういち式うごく!かみ工作ランド 2 きむら ゆういち 岩崎書店

125
きむらゆういち式うごく!かみ工作ランド
3

きむら ゆういち 岩崎書店

126 手で読む心でさわるやさしい点字 1 日本点字委員会 国土社

127 手で読む心でさわるやさしい点字 2 日本点字委員会 国土社

128 手で読む心でさわるやさしい点字 3 日本点字委員会 国土社



資料名 著者名 出版者

129 ＥＳＳＥ   2018年8月号 （株）扶桑社

130 婦人公論   2018年7/24号 中央公論社

131 きょうの料理   2018年8月号 日本放送出版協会

132 Ｎｕｍｂｅｒ   2018年7/24号 文藝春秋

133 ひよこｸﾗﾌﾞ   2018年8月号 ベネッセコーポレーション

134 壮快  2018年9月号 マキノ

135 婦人公論  2018年8月10号 中央公論社

136 ゴルフダイジェスト   2018年9月号 ゴルフダイジェスト社

137 どうぎゃん   2018年8月号 どうぎゃん編集部

138 オ‐ル讀物   2018年8月号 文藝春秋

139 現代農業   2018年8月号 農山漁村文化協会

140 趣味の園芸   2018年8月号 日本放送出版協会

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌


