
資料名 著者名 出版者

1 歌舞伎町ゲノム 誉田 哲也 中央公論新社

2 吹上奇譚  第2話 吉本 ばなな 幻冬舎

3 ゴールデン街コーリング 馳 星周 KADOKAWA

4 桂歌丸大喜利人生 ぴあ

5 帰去来 大沢 在昌 朝日新聞出版

6
敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる
本

みさき じゅり 秀和システム

7 ピーク 堂場 瞬一 朝日新聞出版

8 明日の静かなる時 北方 謙三 光文社

9 生贄のマチ 大沢 在昌 KADOKAWA

10 テレビ探偵 小路 幸也 KADOKAWA

11 この地上において私たちを満足させるもの 乙川 優三郎 新潮社

12 がんになったら知っておきたいお金の話 黒田 ちはる 日経メディカル開発

13 高齢者の手あそび・指あそび&足体操 原田 律子著 いかだ社

14
日本と世界の時事キーワード  2019-
2020年版

時事問題リサーチ ナツメ社

15 スポーツまちづくりの教科書 松橋 崇史著 青弓社

16 散歩するネコ 群 ようこ 角川春樹事務所

17 不妊のトリセツ 藤原 敏博 あさ出版パートナーズ

18 宇宙飛行士に聞いてみた! ティム　ピーク 日本文芸社

19 お金がない! 赤瀬川 原平 河出書房新社

20
頑固なかゆみもアトピーも1分肌活で必ず
よくなる

豊田 雅彦 三笠書房

21 ブラックボックス 伊藤 詩織 文藝春秋

22 金栗四三の生涯 洋泉社

所蔵館：大口図書館   資料区分 ：一般



23
スマホの「わからない!」をぜんぶ解決する
本

洋泉社

24 絵本作家のブルース 長谷川 義史 読書サポート

25 おうちで作れる台湾小麦粉料理 周 清源 世界文化社

26 いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川 佐和子 中央公論新社

27 跳ぶ男 青山 文平 文藝春秋

28 あの日、あの時、あの場所から 水沢 秋生 キノブックス

29 還暦着物日記 群 ようこ 文藝春秋

30 知覧と指宿枕崎線の間 西村 京太郎 KADOKAWA

31 つくもがみ笑います 畠中 恵 KADOKAWA

32 フェルメール作品集 フェルメール 東京美術

33 人生の後片づけ 曾野 綾子 河出書房新社

34 兄・宇野昌磨 宇野 樹 マガジンハウス

35
図解海外経験ゼロでも仕事が忙しくても英
語は1年でマスターできる

三木 雄信 PHP研究所

36 思考力を磨くための社会学 岩本 茂樹 中央公論新社

37 官邸ポリス 幕 蓮 講談社

38 徴用工と従軍慰安婦 飛鳥新社

39 老後資金は貯めるな! 長尾 義弘 河出書房新社

40
ご先祖あるある!直系子孫だから知っている
西郷さんと真田さん

西郷 隆太郎 天夢人

41 DRY 原田 ひ香 光文社

42 次の人、どうぞ! 酒井 順子 講談社

43 この先をどう生きるか 藤原 智美 文藝春秋

44 天命 岩井 三四二 光文社

45 日本の論点  2019～20 大前 研一 プレジデント社



46 女警 古野 まほろ KADOKAWA

47 W県警の悲劇 葉真中 顕 徳間書店

48 指揮権発動 笹本 稜平 KADOKAWA

49 男の子の学力の伸ばし方 富永 雄輔 ダイヤモンド社

50 女の子の学力の伸ばし方 富永 雄輔 ダイヤモンド社

51 80歳のマザーグース 桐島 洋子 主婦と生活社

52 1時間でわかるWebライティング ふくだ たみこ 技術評論社

53 風の聖衣 北方 謙三 集英社

54 3・11後の水俣/MINAMATA 小川 輝光 清水書院

55 てのひらのえんぎもの 佐々木 一澄 二見書房

56 ねこの法律とお金 渋谷 寛 廣済堂出版

57 大人の礼服とマナー 文響社

58 和尚が教える極上のお葬式 石毛 泰道 幻冬舎

59 大人の語彙力ノート  どっちが正しい?編 齋藤 孝 SBクリエイティブ

60 ゴーン・ショック! 渡邉 哲也 徳間書店

61 税務署員だけのヒミツの節税術 大村 大次郎 ビジネス社

62 るるぶこどもとハワイ JTBパブリッシング

63 海苔と卵と朝めし 向田 邦子 河出書房新社

64 太陽ときみの声 [2] 川端 裕人 朝日学生新聞社

65 大人の暮らし方 学研プラス

66 怖くない・痛くない・つらくない無痛分娩 林 聡
PHPエディターズ・グルー
プ

67 よくわかる民事裁判 山本 和彦 有斐閣

68 トッピング 川上 健一 集英社



69 がんに生きる なかにし 礼 小学館

70 知っておきたい法事・仏事のすべて 主婦の友社 主婦の友社

71 ドーナツの穴の向こう側 上田 慎一郎 星海社

72 いのちの人形 横関 大 KADOKAWA

73 緑の底の底 船戸 与一 徳間書店

74
母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと
思った。

宮川 サトシ 新潮社

75 鬼畜の宴 さいとう たかを 小学館

76 地図で見るフランスハンドブック  現代編 ジャック　レヴィ 原書房

77 車いすの看護師がんばれわたし 川上 美代 文芸社

78 古文単語キャラ図鑑 岡本 梨奈 新星出版社

79 国民とともに歩まれた平成の30年 宮内庁侍従職 毎日新聞社

80 るるぶお伊勢まいり　2019 JTBパブリッシング

81 超基本DIY木工 学研プラス

82
医療費控除のすべてがわかる本
平成31年3月申告用

藤本 清一集代表 税務研究会出版局

83
最新国産&輸入車全モデル購入ガイド
2019

JAFメディアワークス



資料名 著者名 出版者

84 ばあ～っ! いしづ ちひろ くもん出版

85 火星を知る! 三品 隆司 岩崎書店

86 こどものための防災教室 今泉 マユ子 理論社

87 どんぶりん 新井 洋行 アリス館

88
おしりたんてい ププッゆきやまのしろいか
いぶつ!?

トロル ポプラ社

89
おしりたんてい ププッおしりたんていがふ
たりいる!?

トロル ポプラ社

90
ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐
竜博物館  2

福井県立恐竜博物館 岩崎書店

91
ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐
竜博物館　3

福井県立恐竜博物館 岩崎書店

92
大集合!めいろ・まちがいさがし・えさがし
82

なかさこ かずひこ! ブティック社

93 受取人、不在につき 赤川 次郎 汐文社

94
おしりたんてい ププッきえたおべんとうの
なぞ!

トロル ポプラ社

95 さらわれたオレオマーガリン王子 マーク　トウェイン 福音館書店

96
おしりたんてい ププッきえたおべんとうの
なぞ!

トロル ポプラ社

97 さらわれたオレオマーガリン王子 マーク　トウェイン 福音館書店

98 やぎこ先生いちねんせい ななもり さちこ 福音館書店

99 カーリング女子 田中 充 汐文社

100 えいごめいろ24 ひやま ゆみ チャイルド本社

101 科学探偵VS.消滅した島 佐東 みどり 朝日新聞出版

102 つらら 細島 雅代 ポプラ社

103 ぼくたちは幽霊じゃない
ファブリツィオ　ガッ
ティ

岩波書店

所蔵館：大口図書館　資料区分：児童



104
おしりたんてい ププッおおどろぼうあらわ
る!

トロル ポプラ社

105 えらいこっちゃのいちねんせい かさい まり アリス館

106 こんとん 夢枕 獏 偕成社

107 大どろぼうジャム・パン　[2] 内田 麟太郎 文研出版

108 ウィリーのぼうけん
マーガレット　ワイズ
ブラウン

福音館書店

109
名探偵コナンKODOMO時事ワード
2019

読売KODOMO新聞編集
室

小学館

110 中華まんのひみつ 北神  諒 学研プラス

111 ルイジンニョ少年 かどの えいこ ポプラ社

112 そらのうえのそうでんせん 鎌田 歩 アリス館

113 「いたいっ!」がうんだ大発明
バリー　ウィッテンシュ
タイン

光村教育図書

114 ジュニア空想科学読本  15 柳田 理科雄 KADOKAWA

115 南極点 関屋 敏隆　型染版画 ポプラ社

116 教科書にでてくる地図記号  1 日本地図センター ほるぷ出版

117 手で読む心でさわるやさしい点字  4 日本点字委員会 国土社

118 あるひありのアントニオくん 石津 ちひろ ポプラ社

119 かいけつゾロリロボット大さくせん 原 ゆたか ポプラ社

120 カンガルーがんばる! 佐川 芳枝 講談社

121 AIのサバイバル  2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

122 発明対決  14 ゴムドリco. 朝日新聞出版

123 おじいちゃんの大脱走
デイヴィッド　ウォリア
ムズ

小学館

124 わたしを決めつけないで 小林 深雪 講談社

125 じぶんでよめるいきものずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版

126 どっちが強い!?コブラvsガラガラヘビ レッドコード KADOKAWA



127 やまもりラーメン 赤川 明 文研出版

128 カどこいった? 鈴木 のりたけ 小学館

129 まめまきできるかな すとう あさえ ほるぷ出版

130
かんたん!かわいい!イベントラッピングと
カード

武田 真理恵 主婦の友社

131 夢をそだてるみんなの仕事300 講談社

132 金栗四三 大谷 じろう 小学館

133 がんばれ、アンズ! 鈴木 博房 岩崎書店

134 野菜を守れ!テントウムシ大作戦 谷本 雄治 汐文社

135 ぼくはくまですよ フランク　タシュリン 大日本図書

136
最強テクと戦い方がよくわかる!小学生の卓
球必勝のポイント50

小泉 慶秀己 メイツ出版

137 よわむしトトといのちの石 如月 かずさ 講談社

138 レオたいせつなゆうき 村上 しいこ 講談社

139 名探偵コナン推理ファイル九州地方の謎 青山 剛昌 小学館

140 あいうえおのえほん いもと ようこ 金の星社

141 ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子 講談社

142 ゆきのよるに いもと ようこ 金の星社

143 漫画で楽しく歌を味わう百人一首 吉海 直人 ブティック社

144 だいだいだいすき 石津 ちひろ ハッピーオウル社

145 どっちが強い!?クジラvsダイオウイカ レッドコード KADOKAWA

146 俳句ガール 堀 直子 小峰書店

147
ユタカかめんとこうつうあんぜんをまなぼ
う

ユタカ豊川自動車学校 三恵社



資料名 出版者

148 武道 2019年1月号 (財)日本武道館

149 ゴルフダイジェスト 2019年1月号 ゴルフダイジェスト社

150 壮快 2019年3月号 マキノ

151 オ‐ル讀物 2019年1月号 文藝春秋

152 ＥＳＳＥ 2019年2月号 （株）扶桑社

153 どうぎゃん 2019年1月号 どうぎゃん編集部

154 ひよこくｸﾗﾌﾞ 2019年2月号 ベネッセコーポレーション

155 現代農業 2019年2月号 農山漁村文化協会

156 きょうの料理 2019年1月号 日本放送出版協会

157 婦人公論 2019年1/22号 中央公論社

158 趣味の園芸 2019年1月号 日本放送出版協会

159 ゴルフダイジェスト 2019年2月号 ゴルフダイジェスト社

160 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年1月17日 文藝春秋

161 婦人公論 2019年2月12日号 中央公論社

162 ゴルフダイジェスト 2019年3月号 ゴルフダイジェスト社

163 趣味の園芸 2019年2月号 日本放送出版協会

164 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年1月31日 文藝春秋

165 きょうの料理 2019年2月号 日本放送出版協会

166 ＭＯＲＥ 2019年2月号 集英社

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：雑誌


