
資料名 著者名 出版者

1 好きになる麻酔科学 横山 武志 講談社

2
寝たきり老後がイヤなら毎日とにかく歩き
なさい!

安保 雅博 すばる舎

3 平場の月 朝倉 かすみ 光文社

4 大人の流儀　8 伊集院 静 講談社

5
ほめられると伸びる男×ねぎらわれるとや
る気が出る女

佐藤 律子 青春出版社

6
マンガ『島耕作』に学ぶ人生に効く「切り
返し」術

森山 晋平 講談社

7 ゼロから始めるフルマラソンの本 内山 雅博 枻出版社

8 天皇交代 明石 元紹 講談社

9 空をゆく巨人 川内 有緒 集英社

10
一生もののおしゃれが身につく10のルー
ル100のコーディネート

村山 佳世子 集英社

11 フランス座 ビートたけし 文藝春秋

12 雑賀のいくさ姫 天野 純希 講談社

13 悲願花 下村 敦史 小学館

14 ことば検定　<漢字>編
テレビ朝日「グッド!
モーニング」

朝日新聞出版

15 ことば検定　<語彙>編
テレビ朝日「グッド!
モーニング」

朝日新聞出版

16 私に付け足されるもの 長嶋 有 徳間書店

17 境内ではお静かに 天祢 涼 光文社

18 いのちの値段 読売新聞医療部 講談社

19 ゆえに、警官は見護(みつめ)る 日明 恩 双葉社

20 水曜日の手紙 森沢 明夫 KADOKAWA

21 「小さないのち」を守る 朝日新聞取材班 朝日新聞出版

22 ばけばけ 那須 正幹 ポプラ社

所蔵館     ：大口図書館   資料区分  ：一般



23 夜汐 東山 彰良 KADOKAWA

24 アナログの逆襲 デイビッド　サックス インターシフト

25 由利・三津木探偵小説集成　1 横溝 正史 柏書房

26 キンモクセイ 今野 敏 朝日新聞出版

27 残心 鏑木 蓮 徳間書店

28 コヨーテの翼 五十嵐 貴久 双葉社

29 麒麟児 冲方 丁 KADOKAWA

30 農作物を守る鳥獣害対策 江口 祐輔著 誠文堂新光社

31 聖者が街にやって来た 宇佐美 まこと 幻冬舎

32 鼠、恋路の闇を照らす 赤川 次郎 KADOKAWA

33 神のダイスを見上げて 知念 実希人 光文社

34 ダンシング・マザー 内田 春菊 文藝春秋

35 花折 花村 萬月 集英社

36 フェイクニュースを科学する 笹原 和俊 化学同人

37 光まで5分 桜木 紫乃 光文社

38 あなたの愛人の名前は 島本 理生 集英社

39 パパのための娘トリセツ 小野寺 敦子 講談社

40 地図で見る東南アジアハンドブック ユーグ　テルトレ 原書房

41 新入社員に贈る言葉　[2019] 経団連出版 経団連出版

42 駄目な世代 酒井 順子 KADOKAWA

43 田沼スポーツ包丁部! 秋川 滝美 幻冬舎

44 十二支の民俗誌 佐藤 健一郎 八坂書房

45 “財政が厳しい”ってどういうこと? 今村 寛 ぎょうせい



46 珠玉 彩瀬 まる 双葉社

47 最新決算書の基本と分析がよ～くわかる本 金井 正義 秀和システム

48 経費で落ちる領収書大全 石渡 晃子 ナツメ社

49 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき 文藝春秋

50 味噌汁専門店のおかず味噌汁100 美噌元 世界文化社

51 生活保護と貧困対策 岩永 理恵 有斐閣

52 静おばあちゃんと要介護探偵 中山 七里 文藝春秋

53 相続で絶対モメない遺産分割のコツ 佐山 和弘 家の光協会

54 挑戦する公共図書館 長塚 隆 日外アソシエーツ

55 介護士K 久坂部 羊 KADOKAWA

56
物忘れ・認知症を撃退!脳がよみがえるきく
ち体操

菊池 和子 宝島社

57 ショートショート美術館 太田 忠司 文藝春秋

58
すぐ書ける確定申告　平成31年3月15日
申告分

須田 邦裕 成美堂出版

59 それでも空は青い 荻原 浩 KADOKAWA

60 姫君の賦 玉岡 かおる PHP研究所

61 本と鍵の季節 米澤 穂信 集英社

62 信長はなぜ葬られたのか 安部 龍太郎 幻冬舎

63 カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 長野 まゆみ 河出書房新社

64 60代から楽しくはじめる「株」1年生 櫻井 英明 明日香出版社

65 働く女子と罪悪感 浜田 敬子 集英社

66 新薩摩学　13
鹿児島純心女子大学国際
文化研究センター

南方新社

67 グリーフ ヘレン　ガーナー 現代企画室

68 芙蓉の干城(たて) 松井 今朝子 集英社



69 ドキュメント候補者たちの闘争 井戸 まさえ 岩波書店

70 厨師、怪しい鍋と旅をする 勝山 海百合 東京創元社

71
マンガでわかる9割の人が気がつかない保
険のヒミツ

保険ソクラテス編集部 シーアンドアール研究所

72 猫も老人も、役立たずでけっこう 養老 孟司 河出書房新社

73
30秒で腹筋100回分!リンパひねりで全身
がやせる

高橋 義人 PHP研究所

74 公務員のためのハラスメント防止対策 高嶋 直人 ぎょうせい

75
図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申
告の本　'19年版

千代田パートナーズ税理
士法人

成美堂出版

76 野菜のおいしい冷凍・解凍 鈴木 徹 毎日新聞出版

77
組み合わせ自由自在作りおきレンチンおか
ず353

食のスタジオ 西東社

78 命の限り、笑って生きたい 瀬戸内 寂聴 光文社

79
マンガでおさらい中学英語　英会話スター
ト編

フクチ マミ KADOKAWA

80
4色ボールペンでかんたん&かわいいイラ
ストを描く!

くわざわ ゆうこ 主婦の友社

81 牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 内館 牧子 主婦の友社

82 池上彰の「どうしてこうなった?」 池上 彰 文藝春秋

83 雇用ビッグデータが地方を変える 梅屋 真一郎 中央公論新社

84 うつのリワークプログラム 五十嵐 良雄 日経BP社

85
だれでもカンタンにできる資産運用のはじ
め方

まがい まさこ ナツメ社

86 うちの子もいじめられました 鈴木 真治 WAVE出版

87 地面師 森 功 講談社

88 羅針盤は壊れても 西村 賢太 講談社

89 大学的鹿児島ガイド 鹿児島大学法文学部 昭和堂

90
ラクしてやせる!ゆる糖質オフのダイエット
鍋

柳澤 英子 扶桑社



91 僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない ジョージ　チャム ダイヤモンド社

92
予約の取れない家政婦タスカジさんのラク
家事BOOK

タスカジ 扶桑社

93 無子高齢化 前田 正子 岩波書店

94 倉敷高梁川の殺意 梓 林太郎 祥伝社

95 旅者の歌　2 小路 幸也 幻冬舎

96 作りかけの明日 三崎 亜記 祥伝社

97 曙に咲く 蜂谷 涼 柏艪舎

98 がんに打ち勝つ「命の野菜スープ」 高橋 弘 アスコム

資料名 著者名 出版者

99 ぼくのなまえはユウユウ 小手鞠 るい 講談社

100 ねずみくんのおくりもの つちだ よしはる 教育画劇

101 窓をあけて、私の詩をきいて 名木田 恵子 出版ワークス

102 ダム
デイヴィッド　アーモン
ド

評論社

103 とろとっと 内田 麟太郎 くもん出版

104 サラとピンキー サンタの国へ行く 富安 陽子 講談社

105 にぎやかなおでん 犬飼 由美恵 教育画劇

106 ぼくの、ミギ 戸森 しるこ 講談社

107 落語ねこ 赤羽 じゅんこ 文溪堂

108 徂徠どうふ 宝井 琴調 福音館書店

109 はらぺこペンギンのぼうけん 吉野 万理子 講談社

110 るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科 JTBパブリッシング

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：児童



111 なぞなぞのみせ 石津 ちひろ 偕成社

112 でんしゃであいうえお さえき えいじ リベラル社

113
かるた大会で大活躍!「百人一首」必勝のポ
イント50

全日本かるた協会 メイツ出版

114 わたしのおじさんのロバ トビー　リドル あすなろ書房

115 知ってる?郵便のおもしろい歴史 郵政博物館著 少年写真新聞社

116 AIのサバイバル　1 ゴムドリco. 朝日新聞出版

117 子ども食堂かみふうせん 齊藤 飛鳥 国土社

118 みんなたいせつ 東 菜奈 岩崎書店

119 ぼくのたび みやこし あきこ ブロンズ新社

120 ツムツムをみつけて 講談社集 講談社

121 いぬとぼく、おなじひにうまれた のぶみ サンマーク出版

122 はじめてのはたらくくるま 講談社ビーシー 講談社

123 風と行く者 上橋 菜穂子 偕成社

124 世界こども図鑑 昭文社

125
グレッグのダメ日記 さすがに、へとへとだ
よ

ジェフ　キニー ポプラ社

126 青影神話 名木田 恵子 ポプラ社

127 そしてぼくらは仲間になった 小嶋 陽太郎 ポプラ社

128 旭山動物園ARどうぶつ図鑑 旭川市旭山動物園 東京書籍

129 二年二組のたからばこ 山本 悦子 童心社

130 季節と行事のおりがみくらぶ 新宮 文明 ほるぷ出版

131 1日10分なるほど国旗のお話絵本 あきやま かぜさぶろう 白泉社

132 えいごえほん百科ジャンプ 講談社

133 はじめての囲碁　'入門編 東京大学囲碁部 理論社



134 はじめての囲碁　実戦編 東京大学囲碁部 理論社

135 あずき 荒井 真紀 福音館書店

136 つちをほらなくなったスチームショベル ジョージ　ウォルターズ 好学社

137 たぬきのおもち せな けいこ　絵 金の星社

138 おおかみのおなかのなかで マック　バーネット 徳間書店

139 季節と行事のおりがみくらぶ 新宮 文明 ほるぷ出版

140 季節と行事のおりがみくらぶ 新宮 文明 ほるぷ出版

141 実験対決　29 洪 鐘賢 朝日新聞出版

142 恋するせつない歴史人物事典 大石 学 学研プラス

143 日本こども図鑑 昭文社

144 ゆかいな床井くん 戸森 しるこ 講談社

145 昨日のぼくのパーツ 吉野 万理子 講談社

146 ラグビーが教えてくれること 村上 晃一 あかね書房

147 ちびまる子ちゃんの整理整とん さくら ももこ 集英社

148 お正月がやってくる 秋山 とも子　絵 ポプラ社

149 えいごえほん百科スタート 講談社

150 5分間のサバイバル　1ねんせい 韓 賢東 朝日新聞出版

151 ムーミントロールと氷のおまつり トーベ　ヤンソン 徳間書店

152 なんげえはなしっこしかへがな 北 彰介 BL出版

153 ちびまる子ちゃんのマナーとルール さくら ももこ 集英社

154 この川のむこうに君がいる 濱野 京子 理論社

155 まめとすみとわら せな けいこ 廣済堂あかつき

156 クジラのおなかからプラスチック 保坂 直紀 旬報社



157 なぞなぞはじまるよ　2 おおなり 修司文 絵本館

158 ぼく、仮面ライダーになる!　ジオウ編 のぶみ 講談社

資料名 著者名 出版者

159
かぞくのじかん  冬  Vol46
第１巻 第７号 (通巻７巻)

婦人之友社

160 Ｎｕｍｂｅｒ　2018年12月20日 文藝春秋

161
婦人公論　2018年12/25、2019年1/4
合併特大号

中央公論社

162 ひよこクラブ　2019年1月号 ベネッセコーポレーション

163 壮快　2019年2月号 マキノ

164 現代農業　2019年1月号 農山漁村文化協会

165 ＥＳＳＥ　2019年1月号 （株）扶桑社

資料名 著者名 出版者

166 SLAM DUNK　11 井上 雄彦 集英社

167 SLAM DUNK　12 井上 雄彦 集英社

168 SLAM DUNK　13 井上 雄彦 集英社

169 SLAM DUNK　14 井上 雄彦 集英社

170 SLAM DUNK　15 井上 雄彦 集英社

171 SLAM DUNK　16 井上 雄彦 集英社

172 SLAM DUNK　17 井上 雄彦 集英社

173 SLAM DUNK　18 井上 雄彦 集英社

174 SLAM DUNK　19 井上 雄彦 集英社

175 SLAM DUNK　20 井上 雄彦 集英社

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：井上文庫

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：雑誌


