
資料名 著者名 出版者

1 十津川警部長崎路面電車と坂本龍馬 西村 京太郎 祥伝社

2 夏を取り戻す 岡崎 琢磨 東京創元社

3 稼げる!新農業ビジネスの始め方 山下 弘幸 すばる舎

4 すべての男は消耗品である。 最終巻 村上 龍 幻冬舎

5 死神刑事(デカ) 大倉 崇裕 幻冬舎

6 宴の前 堂場 瞬一 集英社

7 ウェディングプランナー 五十嵐 貴久 祥伝社

8 最新!育児新百科 松井 潔 ベネッセコーポレーション

9 決戦!設楽原 宮本 昌孝 講談社

10 時代 本城 雅人 講談社

11 どんまい 重松 清 講談社

12 30センチの冒険 三崎 亜記 文藝春秋

13 想い人 諸田 玲子 文藝春秋

14 井山裕太の碁 強くなる考え方 内藤 由起子 池田書店

15 2秒以内に倒す!ローコンバット ルーク　ホロウェイ 東邦出版

16
iPhoneアプリ完全(コンプリート)大事典
2019年版

田中 拓也 技術評論社

17 地図で見る日本ハンドブック レミ　スコシマロ 原書房

18 「その後」のゲゲゲの女房 武良 布枝 辰巳出版

19 エムエス 今野 敏 講談社

20 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 小路 幸也 ポプラ社

21 松本-鹿児島殺人連鎖 梓 林太郎 徳間書店

22 へたおやつ 白崎 裕子 マガジンハウス

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



23 一生、山に登るための体づくり 石田 良恵 枻出版社

24 一線 田中 経一 幻冬舎

25 沈黙のパレード 東野 圭吾 文藝春秋

26 Matt 岩城 けい 集英社

27 その先の道に消える 中村 文則 朝日新聞出版

28 鹿児島県・沖縄県の山 川野 秀也 山と溪谷社

29 となりの脳世界 村田 沙耶香 朝日新聞出版

30 天子蒙塵　第4巻 浅田 次郎 講談社

31 ベルリンは晴れているか 深緑 野分 筑摩書房

32 湖底の城　9巻 宮城谷 昌光 講談社

33 最終標的 笹本 稜平 徳間書店

34 季節のちりめん遊び 藤本 洋子 グラフィック社

35 観光白書　平成30年版 国土交通省観光庁 日経印刷

36 ある男 平野 啓一郎 文藝春秋

37 よくわかる公共工事入札のしくみ 建設経営サービス 日本実業出版社

38 現行自治六法　平成25年版1 自治法規実務研究会集 第一法規

39 現行自治六法　平成25年版2 自治法規実務研究会集 第一法規

40 春は始まりのうた 小路 幸也 祥伝社

41 龍華記 澤田 瞳子 KADOKAWA

42 少女たちは夜歩く 宇佐美 まこと 実業之日本社

43 最新!離乳食新百科 太田 百合子 ベネッセコーポレーション

44 夏井いつきの季語道場 夏井 いつき NHK出版

45 天使たちの課外活動　6 茅田 砂胡 中央公論新社



46 今日からはじめる健康マージャン入門 日本健康麻将協会 朝日新聞出版

47 男たちの船出 伊東 潤 光文社

48 こどもの糖尿病と治療 浦上 達彦著 メディカ出版

49 さんぎし(竹馬）11月号　復刊第438号 さんぎし社

50 最新!妊娠・出産新百科 杉本 充弘 ベネッセコーポレーション

51 ドッペルゲンガーの銃 倉知 淳 文藝春秋

52 親に作って届けたい、つくりおき 林 幸子 大和書房

53 一緒にお墓に入ろう 江上 剛 扶桑社

54 共働き夫婦お金の教科書 山崎 俊輔 プレジデント社

55
家族に迷惑をかけないために今、自分で
やっておきたい相続対策

堀口 敦史 同文舘出版

56 堤防釣り 釣魚と仕掛けのすべてがわかる本 大泉書店編集部 大泉書店

57 別れの霊祠 輪渡 颯介 講談社

58 銀河食堂の夜 さだ まさし 幻冬舎

59 下町ロケット　4 池井戸 潤 小学館

60 ねこを描く リカ マール社

61 働き方改革のすべて 岡崎 淳一 日本経済新聞出版社

62 収入が増えなくても貯蓄が2倍になる方法 大上 ミカ リベラル社

63
いまさら聞けないマーケティングの基本の
はなし

松井 剛 河出書房新社

64 黄金の代償 福田 和代 KADOKAWA

65 バロルの晩餐会 夢枕 獏 KADOKAWA

66 草原のコック・オー・ヴァン 柴田 よしき 文藝春秋

67 没イチ 小谷 みどり 新潮社

68 ことことこーこ 阿川 佐和子 KADOKAWA



69 結婚は、賭け。 曽野 綾子 PHP研究所

70 半分、青い。 下 北川 悦吏子 文藝春秋

資料名 著者名 出版者

71
マンガ×くり返しでスイスイ覚えられる百
人一首

陰山 英男 リベラル社

72 車いすの図鑑 高橋 儀平 金の星社

73 楽しいオーケストラ図鑑
東京フィルハーモニー交
響楽団

小学館

74 くろグミ団は名探偵 ユリアン　プレス 岩波書店

75 テルミのめいろ 田中 喜代司 小学館

76 クリスマスのおかいもの ルー　ピーコック ほるぷ出版

77 NEWウォーリーハリウッドへいく
マーティン ハンド
フォード

フレーベル館

78 天皇と元号の大研究 高森 明勅 PHP研究所

79 工具のひみつ 水木  繁 学研プラス

80 大好き!おじさん文庫 深山 さくら 文研出版

81 おなべの妖精一家　2 福田 隆浩 講談社

82 エクステリアのひみつ たまだ  まさお 学研プラス

83 キツネのはじめてのふゆ
マリオン　デーン　バウ
アー

鈴木出版

84 もしも… 神沢 利子 復刊ドットコム(発売)

85 かぜのひ サム　アッシャー 徳間書店

86 新しい心のバリアフリーずかん 中野 泰志 ほるぷ出版

87 明日のランチはきみと サラ　ウィークス フレーベル館

88 フラッシュメモリのひみつ とだ  勝之 学研プラス

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：児童



89 よくわかる介護の仕事・施設 結城 康博 PHP研究所

90 世界とつながるみんなの宗教ずかん 中村 圭志 ほるぷ出版

91 せん スージー　リー 岩波書店

92 おばあちゃんのおくりもの キャリー　ガラッシュ WAVE出版

93 風がはこんだ物語 ジル　ルイス あすなろ書房

94 きっちり・しとーるさん おの りえん こぐま社

95 めくって学べるきかいのしくみ図鑑 学研プラス

96 魔法のハロウィン・パイ 野中 柊 理論社

97 ぼくらの一歩 いとう みく アリス館

98 どうぶつどんどん たしろ ちさと 大日本図書

99 クリスマスのあかり レンカ　ロジノフスカー 福音館書店

100 アリになった数学者 森田 真生 福音館書店

101 プーと大人になった僕 エリザベス　ルドニック 偕成社

102 そらのかんちゃん、ちていのコロちゃん 東 直子 福音館書店

103 石はなにからできている? 西村 寿雄 岩崎書店

104 あしにょきにょきときょうりゅう 深見 春夫 岩崎書店

105 くろグミ団は名探偵 ユリアン　プレス 岩波書店

106 リスのたんじょうび トーン　テレヘン 偕成社

107 ふうせんゆらゆら とよた かずひこ アリス館

108 くまのプーさんまたあの森で会おう ブリタニー　ルビアーノ 小学館

109 キラキラッとほしがかがやきました 宮西 達也絵 ポプラ社



資料名 著者名 出版者

110 婦人公論　　2018年11月13日 中央公論社

111 武道　2018年11月号 (財)日本武道館

112 婦人公論　2018年10月9日 中央公論社

113 壮快　2018年12月号 マキノ

114 武道　2018年10月号 (財)日本武道館

115 ＥＳＳＥ　2018年11月号 （株）扶桑社

116 きょうの料理　2018年10月号 日本放送出版協会

117 ゴルフダイジェスト　2018年11月号 ゴルフダイジェスト社

118 オ‐ル讀物　2018年11月号 文藝春秋

119 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年10月25日 文藝春秋

120 きょうの料理　2018年11月号 日本放送出版協会

121 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2018年11月号 ベネッセコーポレーション

122 趣味の園芸　2018年11月号 日本放送出版協会

123 ゴルフダイジェスト　2018年12月号 ゴルフダイジェスト社

124 現代農業　2018年11月号 農山漁村文化協会

125 婦人公論　2018年10月23日号 中央公論社

126 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年10月11日 文藝春秋

127 どうぎゃん　2018年10月号 どうぎゃん編集部

128 ＭＯＲＥ　2018年11月号 集英社

129 趣味の園芸　2018年10月号 日本放送出版協会

130 オ‐ル讀物　2018年10月号 文藝春秋

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：雑誌



131 俳句界　2018年9月号 文学の森

資料名 著者名 出版者

132 さんぎし（竹馬）10月号　復刊第437号 さんぎし社

133 天に訊け　ー星になった西郷隆盛ー 芳ヶ野玲子 原色派出版

所蔵館     ：大口図書館 　資料区分  ：郷土


