
資料名 著者名 出版者

1 鍬ケ崎心中 平谷 美樹 小学館

2 孫ができたらまず読む本 宮本 まき子 NHK出版

3 激甚化する水害
気候変動による水害
研究会

日経BP社

4 カンタン&盛り上がる!運動会種目101 山中 伸之 学陽書房

5 吉祥寺デイズ 山田 詠美 小学館

6 小児科医ママの「育児の不安」解決BOOK 森戸 やすみ 内外出版社

7 このお守りがすごい! 中津川 昌弘 ダイヤモンド・ビッグ社

8 ウィステリアと三人の女たち 川上 未映子 新潮社

9 草薙の剣 橋本 治 新潮社

10 祈りのカルテ 知念 実希人 KADOKAWA

11 『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろしBOOK　'vol.20
『このミステリーがすご
い!』編集部

宝島社

12 犬棒日記 乃南 アサ 双葉社

13 デートクレンジング 柚木 麻子 祥伝社

14 辺境中国 デイヴィッド　アイマー 白水社

15 小萩のかんざし 北村 薫 文藝春秋

16 もっと知りたい!定年の楽しみ方 遠山 紘司 学文社

17 ゼロからわかる仮想通貨入門 小田 玄紀 KADOKAWA

18 産婦人科医ママと小児科医ママのらくちん授乳BOOK 宋 美玄 内外出版社

19 十津川警部九州観光列車の罠 西村 京太郎 集英社

20 スタイリスト佐藤かなが作る赤ちゃんのための服と小物 佐藤 かな 文化学園文化出版局

21 庭 小山田 浩子 新潮社
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22 高血圧 河野 雄平 NHK出版

23 災害ボランティア入門 山本 克彦 ミネルヴァ書房

24 オリンピックへ行こう! 真保 裕一 講談社

25 図解仕事の基本社会人1年生大全 北條 久美子 講談社

26 泣きかたをわすれていた 落合 恵子 河出書房新社

27 食堂メッシタ 山口 恵以子 角川春樹事務所

28 ふたりみち 山本 幸久 KADOKAWA

29 100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる! 井戸 美枝 集英社

30 5時過ぎランチ 羽田 圭介 実業之日本社

31 向こう側の、ヨーコ 真梨 幸子 光文社

32 わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子 新潮社

33 鯉のぼり図鑑 林 直輝 小学館

34 ペインレス　上　 天童 荒太 新潮社

35 ペインレス　下 天童 荒太 新潮社

36 できるゼロからはじめるLINE&Instagram & Facebook & Twitter超入門 田口 和裕 インプレス

37 私小説 市川 拓司 朝日新聞出版

38 健康の経済学 康永 秀生 中央経済社

39 戦艦「大和」 別冊宝島編集部 宝島社

40 じっと手を見る 窪 美澄 幻冬舎

41 10の型紙で着回す毎日の服 帽子 千秋 文化学園文化出版局

42 AIのある家族計画 黒野 伸一 早川書房

43 三千円の使いかた 原田 ひ香 中央公論新社

44 着物の日のボブ&ショートアレンジ 鈴木 富美子 世界文化社



45 風は西から 村山 由佳 幻冬舎

46 ゼロから分かる!図解落語入門 稲田 和浩 世界文化社

47 不倫のオーラ 林 真理子 文藝春秋

48 ビブリオクイズ 笹倉 剛 あいり出版

49 ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が会社の人間関係で困らないための本 對馬 陽一郎 翔泳社

50 ビートたけしのオンナ論 ビートたけし サイゾー

51 知らないと損をする最新配偶者控除 梅本 正樹 秀和システム

52 九州オートキャンプ場こだわり厳選ガイド 「旅ムック」編集部 メイツ出版

53 消滅遺産 ナショナルジオグラフィック
日経ナショナルジオグラ
フィック社

54 凶犬の眼 柚月 裕子 KADOKAWA

55 にゃん! あさの あつこ 白泉社

56 カットバック 今野 敏 毎日新聞出版

57 私は絶対許さない 雪村 葉子 ブックマン社

58 震える教室 近藤 史恵 KADOKAWA

59 バッグをザックに持ち替えて 唯川 恵 光文社

60 超ど素人がはじめる資産運用 風呂内 亜矢 翔泳社

61 家事の合間にできるこころと体を癒す10秒ストレッチ マルサイ 光文社

62 できるパソコンのお引っ越しWindows 7からWindows 10に乗り換えるために読む本 清水 理史 インプレス

資料名 著者名 出版者

63 そらからぼふ～ん 高畠 那生 くもん出版

64 ジャガイモ 鈴木 公治 あかね書房

65 花の色のふしぎ 佐藤 有恒 あかね書房
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66 食虫植物のひみつ 清水 清 あかね書房

67 コケの世界 伊沢 正名 あかね書房

68 だいすきだよ 間部 香代 鈴木出版

69 仮面シンドローム 長江 優子 金の星社

70 たぬきの花よめ道中 最上 一平 岩崎書店

71 ドングリ 埴 沙萠 あかね書房

72 都会(まち)のトム&ソーヤ　15 はやみね かおる 講談社

73 さとやまさん 工藤 直子 アリス館

74 奇譚ルーム はやみね かおる 朝日新聞出版

75 5分後に笑えるどんでん返し エブリスタ 河出書房新社

76 イネの一生 守矢 登 あかね書房

77 サクラの一年 守矢 登 あかね書房

78 ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐竜博物館　1 福井県立恐竜博物館 岩崎書店

79 高山植物の一年 白籏 史朗 あかね書房

80 ヒマワリのかんさつ 叶沢 進 あかね書房

81 フレデリック レオ=レオニ 好学社

82 サボテンのふしぎ 埴 沙萠 あかね書房

83 こいのぼりくんのさんぽ すとう あさえ ほるぷ出版

84 3つのプレゼント 間所 ひさこ 学研プラス

85 植物は動いている 清水 清 あかね書房

86 紅葉のふしぎ 佐藤 有恒 あかね書房

87 世界の科学者まるわかり図鑑 藤嶋 昭 学研プラス

88 黄金りゅうと天女 代田 昇 BL出版



89 ぜったいいぬをかうからね ローレン　チャイルド フレーベル館

90 5分後に恋するラスト エブリスタ 河出書房新社

91 たぬきのおやき 井出 幸子 福音館書店

92 ティモシーとサラちいさなとしょかん 芭蕉 みどり ポプラ社

93 水草のひみつ 守矢 登 あかね書房

94 ぼくが見たお父さんのはじめてのなみだ そうま こうへい 佼成出版社

95 キノコの世界 伊沢 正名 あかね書房

96 ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ ゆみこ 教育画劇

97 もぐらのモリスさんおうちにかえりたい! ジャーヴィス BL出版

98 世界の国旗・クイズ図鑑 辻原 康夫 あかね書房

99 鬼のかいぎ 立松 和平 好学社

100 どうぶつ 今泉 忠明 学研プラス

101 水色の不思議 斉藤 洋 静山社

102 ヘチマのかんさつ 佐藤 有恒 あかね書房

103 ムギの一生 鈴木 公治 あかね書房

104 たねのゆくえ 埴 沙萠 あかね書房

105 あのとき、そこにきみがいた。 やじま ますみ ポプラ社

106 うまはかける 内田 麟太郎 文溪堂

107 記号とマーク・クイズ図鑑 村越 愛策 あかね書房

108 みぢかな樹木のえほん 国土緑化推進機構 ポプラ社

109 アサガオ 佐藤 有恒 あかね書房

110 よくわかる銀行 戸谷 圭子 PHP研究所

111 うんどうかいがんばれよーいドンの日! ますだ ゆうこ 文溪堂



112 小学校で知っておきたい英単語1000 学研プラス 学研プラス

113 コクルおばあさんとねこ フィリパ　ピアス 徳間書店

114 なくのかな 内田 麟太郎 童心社

115 パディントン、映画に出る マイケル　ボンド WAVE出版

116 魔法医トリシアの冒険カルテ  5 南房 秀久 学研プラス

117 都道府県別日本地理  1 北海道・東北地方 小松 陽介 ポプラ社

118 都道府県別日本地理  2 関東地方 小松 陽介 ポプラ社

119 都道府県別日本地理  3 中部地方 小松 陽介 ポプラ社

120 都道府県別日本地理  4 近畿地方 小松 陽介 ポプラ社

121 都道府県別日本地理  5 中国・四国地方 小松 陽介 ポプラ社

122 都道府県別日本地理  6 九州地方 小松 陽介 ポプラ社

123 職場体験完全ガイド 46  ケアマネージャー・児童指導員・手話通訳士・義肢装具士 ポプラ社

124 職場体験完全ガイド 47 舞台演出家・ラジオパーソナリティ・マジシャン・ダンサー ポプラ社

125 職場体験完全ガイド 48 書籍編集者・絵本作家・ライター・イラストレーター ポプラ社

126 職場体験完全ガイド 49 自動車開発エンジニア・自動車工場従業員・自動車整備士・自動車販売員 ポプラ社

127 職場体験完全ガイド 50 彫刻家・書道家・指揮者・オペラ歌手 ポプラ社

128 職場体験完全ガイド 51 児童英語教師・通訳案内士・同時通訳者・映像翻訳家 ポプラ社

129 職場体験完全ガイド 52 郵便配達員・宅配便ドライバー・トラック運転手・港湾荷役スタッフ ポプラ社

130 職場体験完全ガイド 53 スーパーマーケット店員・ＣＤショップ店員・ネットショップ経営者・自転車屋さん ポプラ社

131 職場体験完全ガイド 54 将棋棋士・総合格闘技選手・競馬騎手・競輪選手 ポプラ社

132 職場体験完全ガイド 55 プログラマー・セキュリティエンジニア・アプリ開発者・ＣＧデザイナー ポプラ社



資料名 著者名 出版者

133 どうぎゃん 2018年5月号 どうぎゃん編集部

134 婦人公論 2018年5/8号 中央公論社

135 オ‐ル讀物 2018年5月号 文藝春秋

136 どうぎゃん 2018年4月号 どうぎゃん編集部

137 壮快 2018年6月号 マキノ

138 Ｎｕｍｂｅｒ 2018年4月26日 文藝春秋

139 ＭＯＲＥ 2018年6月号 集英社

140 ひよこくｸﾗﾌﾞ 2018年5月号 ベネッセコーポレーション

141 ＭＯＲＥ　2018年5月号 集英社

142 婦人公論　2018年4/24号 中央公論社

143 きょうの料理　2018年5月号 日本放送出版協会

144 趣味の園芸　2018年5月号 日本放送出版協会

145 オ‐ル讀物　2018年4月号 文藝春秋

146 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年4月12日 文藝春秋

147 ＥＳＳＥ　2018年5月号 （株）扶桑社

148 ゴルフダイジェスト　2018年6月号 ゴルフダイジェスト社

149 現代農業　2018年5月号 農山漁村文化協会

150 婦人公論　2018年4/10号 中央公論社

所蔵館     ：  大口図書館  資料区分  ：　　雑誌


