
資料名 著者名 出版者

1 これ一冊で安心!投資信託のはじめ方 大竹 のり子 ナツメ社

2 名もなき星の哀歌 結城 真一郎 新潮社

3 生活者の平成30年史 博報堂生活総合研究所 日本経済新聞出版社

4 姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷 美雨 双葉社

5 ザ・ウォール 堂場 瞬一 実業之日本社

6 趣味で腹いっぱい 山崎 ナオコーラ 河出書房新社

7 炯眼に候 木下 昌輝 文藝春秋

8 横道世之介  続 吉田 修一 中央公論新社

9 ノースライト 横山 秀夫 新潮社

10 麑海漁譜 丹羽謙治・橋口亘 坊津歴史資料ｾﾝﾀｰ輝津館

11 あちらにいる鬼 井上 荒野 朝日新聞出版

12 瞳のなかの幸福 小手鞠 るい 文藝春秋

13 うちのレシピ 瀧羽 麻子 新潮社

14 家康に訊け 加藤 廣 新潮社

15 魔眼の匣の殺人 今村 昌弘 東京創元社

16 かわたれどき 畠中 恵 文藝春秋

17 死生論 曽野 綾子 産経新聞出版

18 資本主義って悪者なの? ジャン　ジグレール CCCメディアハウス

19 不死鳥少年 石田 衣良 毎日新聞出版

20 夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井 いつき ナツメ社

21 宝島 真藤 順丈 講談社

22 永田町小町バトル 西條 奈加 実業之日本社

所蔵館：大口図書館   資料区分 ：一般



23 幽霊解放区 赤川 次郎 文藝春秋

24 スクエア 今野 敏 徳間書店

25 こどもにスマホをもたせたら デボラ　ハイトナー NTT出版

26
手紙とはがきの書き出しと結びきちんとマ
ナーハンドブック

杉本 祐子 主婦の友社

27 絵かきうたあそび決定版110 阿部 恵 学研教育みらい

28
May Meスタイルのソーイング“アンコー
ル”

伊藤 みちよ 日本ヴォーグ社

29 入門仮想通貨のしくみ 頼藤 太希 日本実業出版社

30 鹿児島県統計年鑑  平成29年 鹿児島県企画部統計課 鹿児島県

31 「日本国紀」の副読本 百田 尚樹 産経新聞出版

32 介護現場で使える急変時対応便利帖 介護と医療研究会 翔泳社

33 人生後半、はじめまして 岸本 葉子 中央公論新社

34 わるもん 須賀 ケイ 集英社

35 怪物の木こり 倉井 眉介 宝島社

36 官房長官 菅義偉の陰謀 佐高 信 河出書房新社

37
医者からもらった薬がわかる本　2018-
2019年版(第31版)

医薬制度研究会 法研

38 「脱使い捨て」でいこう! 瀬口 亮子 彩流社

39 野菜がおいしく育つ肥料の与え方 学研プラス

40 父と私の桜尾通り商店街 今村 夏子 KADOKAWA

41
フレンチシェフが作る「人生最高!」の肉
じゃが

田村 浩二 主婦の友インフォス

42
年収300万円の人の悪習慣 年収1000万
円の人の良習慣 年収1億円の人のすごい習
慣

金川 顕教 サンライズパブリッシング

43 十津川警部怒りと悲しみのしなの鉄道 西村 京太郎 実業之日本社

44 「かたづけ思考」こそ最強の問題解決 小松 易 PHP研究所

45 夢も見ずに眠った。 絲山 秋子 河出書房新社



46 1R1分34秒 町屋 良平 新潮社

47 ぼくはきっとやさしい 町屋 良平 河出書房新社

48 花嫁は迷路をめぐる 赤川 次郎 実業之日本社

49 明日も、こだわらない日にしよう 金川 顕教 主婦と生活社

50 ニムロッド 上田 岳弘 講談社

51 ふたたび嗤う淑女 中山 七里 実業之日本社

52 逆流 田中 経一 KADOKAWA

53 人工知能 幸田 真音 PHP研究所

54 まつらひ 村山 由佳 文藝春秋

55 アパレル・サバイバル 齊藤 孝浩 日本経済新聞出版社

56 エスケープ・トレイン 熊谷 達也 光文社

57 作家のおしごと 五木 寛之 東京堂出版

58
60歳からの働き方で、もらえる年金がこ
んなに変わる

奥野 文夫 WAVE出版

59 まよなかの青空 谷 瑞恵 文藝春秋

60
男性も女性も知っておきたい妊娠・出産の
リテラシー

齊藤 英和 大修館書店

61 心と体がラクになる産後の骨盤ケア 小林 いづみ 家の光協会

62 プラスチックの祈り 白石 一文 朝日新聞出版

63 由利・三津木探偵小説集成　2 横溝 正史 柏書房

64 由利・三津木探偵小説集成  3 横溝 正史 柏書房

65 オーディションから逃げられない 桂 望実 幻冬舎

66 メモの魔力 前田 裕二 幻冬舎

67 和の薬膳食材手帖 武 鈴子 家の光協会

68 駒音高く 佐川 光晴 実業之日本社



69 図録．古文書入門事典 若尾  俊平 柏書房

70 救いの森 小林 由香 角川春樹事務所

71
日本の祭り　平成30年「ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ日本
の祭り」取材全記録

ゆめディア ゆめディア

72 発現 阿部 智里 NHK出版

73 木曜日の子ども 重松 清 KADOKAWA

74 新章神様のカルテ 夏川 草介 小学館

75 かわいい手作りディズニーベビースタイ ブティック社

76 ほとほと 高樹 のぶ子 毎日新聞出版

77
コピーして使えるシニアの漢字なぞなぞ&
クイズ

脳トレーニング研究会 黎明書房

78 この先には、何がある? 群 ようこ 幻冬舎

資料名 著者名 出版者

79 かるたをつくって遊ぼう!　1 原口 美貴子 国土社

80 おいせまいりわんころう あおき ひろえ ブロンズ新社

81 みんなでにっこり！あさごはん やなせスタジオ フレーベル館

82 おいしく食べよう！  ヨーグルト 松浦  まどか 講談社

83 ライチョウを絶滅から救え 国松 俊英 小峰書店

84 たのしいまきばのイースター ロイス　レンスキー 徳間書店

85 ソフィー、がっこうへいく
パット　ジトロー　ミ
ラー

光村教育図書

86 クマゲラ 竹田津 実|写真 アリス館

87 おおあたり! もとした いづみ 小峰書店

88 キリンの山のぼり 茂市 久美子 講談社

所蔵館：大口図書館　資料区分：児童



89 バドミントン★デイズ 赤羽 じゅんこ 偕成社

90 ちびしろくまのねがいごと 小林 深雪 講談社

91 うさぎくんとママ リチャード　スキャリー 好学社

92 元素キャラクター図鑑 若林 文高 日本図書センター

93 ひなにんぎょうができるまで ひさかたチャイルド

94 へんなともだちマンホーくん 村上 しいこ 講談社

95 きんたろう 堀切 リエ 子どもの未来社

96 てのひらをたいように やなせ たかし フレーベル館

97 ふりかけのひみつ 山口  育高 学研プラス

98 ゆきのひのだんまりうさぎ 安房 直子 偕成社

99 おしえておしえてねむりかた アナ　カン ほるぷ出版

100 できるかな?しーしーおしっこ いもと ようこ 講談社

101 淡路島 洲本市のひみつ 小室  栄子 学研プラス

102 十年屋　2 廣嶋 玲子 静山社

103 おしりたんてい トロル ポプラ社

104
おしりたんてい ププッちいさなしょちょう
のだいピンチ!?

トロル ポプラ社

105
おしりたんてい ププッレインボーダイヤを
さがせ!

トロル ポプラ社

106 月のサイエンス 藤子　F　不二雄 小学館

107 ひつじぱん あきやま ただし 鈴木出版

108
第31回海音寺潮五郎記念  読書感想文・画
集　平成30年度

伊佐市教育委員会 伊佐市教育委員会

109 おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし たつや 鈴木出版

110 羽生善治 金田 達也 小学館

111 スズメのくらし 平野 伸明 福音館書店



112 カニのくらし 桜井 淳史 あかね書房

113 ホタル 栗林 慧 あかね書房

114 セミの一生 佐藤 有恒 あかね書房

115 アゲハチョウ 佐藤 有恒 あかね書房

116 ヤドカリ 川嶋 一成 あかね書房

117 森のキタキツネ 右高 英臣 あかね書房

118 シカのくらし 増田 戻樹 あかね書房

119 フクロウ 福田 俊司 あかね書房

120 カラスのくらし 菅原 光二 あかね書房

121 メダカのくらし 草野 慎二 あかね書房

122 サケのたんじょう 桜井 淳史 あかね書房

123 ツバメのくらし 菅原 光二 あかね書房

124 モリアオガエル 増田 戻樹 あかね書房

125 ミツバチのふしぎ 栗林 慧 あかね書房

126 モンシロチョウ 矢島 稔 あかね書房

127 アリの世界 栗林 慧 あかね書房

128 サンゴ礁の世界 白井 祥平 あかね書房

129 昆虫のふしぎ 栗林 慧 あかね書房

130 高山チョウのくらし 斎藤 嘉明 あかね書房

131 クワガタムシ 林 長閑 あかね書房

132 水生昆虫のひみつ 増田 戻樹 あかね書房

133 ギフチョウ 青山 潤三 あかね書房

134 鳴く虫の世界 佐藤 有恒 あかね書房



135 クモのひみつ 栗林 慧 あかね書房

136 カマキリのかんさつ 栗林 慧 あかね書房

137 カタツムリ 増田 戻樹 あかね書房

138 たまごのひみつ 清水 清 あかね書房

139 アカトンボの一生 佐藤 有恒 あかね書房

140 カブトムシ 岸田 功 あかね書房

141 カイコ 岸田 功 あかね書房

142 テントウムシ 佐藤 有恒 あかね書房

143 トノサマバッタ 佐藤 有恒 あかね書房

144 ヤマネのくらし 西村 豊 あかね書房

145 キツツキの森 右高 英臣 あかね書房

146 ハヤブサの四季 伊藤 正清 あかね書房

147 カメのくらし 増田 戻樹 あかね書房

148 ヘビとトカゲ 増田 戻樹 あかね書房

149 カエルのたんじょう 種村 ひろし あかね書房

150 コウモリ 増田 戻樹 あかね書房

151
書きたいことが、いっぱいみつかる作文教
室

田近 洵一 くもん出版

152
書きたいことが、いっぱいみつかる作文教
室

田近 洵一 くもん出版

153
書きたいことが、いっぱいみつかる作文教
室

田近 洵一 くもん出版

154 47都道府県!!ご当地キャラと日本一周　1 ご当地キャラ探検隊著 汐文社

155 47都道府県!!ご当地キャラと日本一周　2 ご当地キャラ探検隊著 汐文社

156 47都道府県!!ご当地キャラと日本一周　3 ご当地キャラ探検隊著 汐文社

157 5回で折れる季節と行事のおりがみ　1 いしかわ まりこ 汐文社

158 5回で折れる季節と行事のおりがみ　2 いしかわ まりこ 汐文社



159 5回で折れる季節と行事のおりがみ　3 いしかわ まりこ 汐文社

160 5回で折れる季節と行事のおりがみ　4 いしかわ まりこ 汐文社

161 中国の歴史★現在がわかる本　第1期1 かもがわ出版

162 中国の歴史★現在がわかる本　'第1期2 かもがわ出版

163 中国の歴史★現在がわかる本　'第1期3 かもがわ出版

164 中国の歴史★現在がわかる本　第2期1 かもがわ出版

165 中国の歴史★現在がわかる本　第2期2 かもがわ出版

166 中国の歴史★現在がわかる本　'第2期3 かもがわ出版

167 中国の歴史★現在がわかる本　第3期1 かもがわ出版

168 中国の歴史★現在がわかる本　第3期2 かもがわ出版

169 中国の歴史★現在がわかる本　第3期3 かもがわ出版

170 教科書にでてくる地図記号　2 日本地図センター ほるぷ出版

171 教科書にでてくる地図記号　3 日本地図センター ほるぷ出版

172 朝鮮半島がわかる本　1 津久井 惠 かもがわ出版

173 朝鮮半島がわかる本　2 津久井 惠 かもがわ出版

174 朝鮮半島がわかる本　3 津久井 惠 かもがわ出版

175 めざせ!災害サバイバルマスター　1 片山 誠 太郎次郎社エディタス

176 めざせ!災害サバイバルマスター　2 片山 誠 太郎次郎社エディタス

177 めざせ!災害サバイバルマスター　3 片山 誠 太郎次郎社エディタス

178 めざせ!災害サバイバルマスター　4 片山 誠 太郎次郎社エディタス

179 3.11が教えてくれた防災の本　1 片田 敏孝 かもがわ出版

180 3.11が教えてくれた防災の本　2 片田 敏孝 かもがわ出版

181 3.11が教えてくれた防災の本　3 片田 敏孝 かもがわ出版

182 3.11が教えてくれた防災の本　4 片田 敏孝 かもがわ出版



資料名 出版者

183 現代農業 2019年3月号 農山漁村文化協会

184 婦人公論 2019年2/26号 中央公論社

185 ＥＳＳＥ 2019年3月号 （株）扶桑社

186 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年2月14日 文藝春秋

187 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年2月28日 文藝春秋

188 武道 2019年2月号 (財)日本武道館

189 ひよこくｸﾗﾌﾞ 2019年3月号 ベネッセコーポレーション

190 ＭＯＲＥ 2019年3月号 集英社

191 オ‐ル讀物 2019年2月号 文藝春秋

192 どうぎゃん 2019年2月号 どうぎゃん編集部

193 俳句界 2018年12月号 文学の森

194 壮快 2019年4月号 マキノ

所蔵館：大口図書館 　資料区分  ：雑誌


