
資料名 著者名 出版者

1 瞳のなかの幸福 小手鞠 るい 文藝春秋

2 趣味で腹いっぱい 山崎 ナオコーラ 河出書房新社

3 夜の淵をひと廻り 真藤 順丈 KADOKAWA

4 平成くん、さようなら 古市 憲寿 文藝春秋

5 平戸から来た男 西村 京太郎 徳間書店

6 花嫁は迷路をめぐる 赤川 次郎 実業之日本社

7 ノースライト 横山 秀夫 新潮社

8 トラペジウム 高山 一実 KADOKAWA

9
人間関係で「うまくやる人」と「つらい
人」の習慣

宮松 大輔 明日香出版社

10
はじめてでもカンタン!多肉植物の育て方・
楽しみ方

ふじ えりこ コスミック出版

11 戦国の城の絵事典 中井 均 成美堂出版

12 47都道府県・遺跡百科 石神 裕之 丸善出版

13 白髪のうた 市原 悦子 春秋社

14 人生後半、はじめまして 岸本 葉子 中央公論新社

15 夢も見ずに眠った。 絲山 秋子 河出書房新社

16 わるもん 須賀 ケイ 集英社

17 はじめてでもきれいに縫えるお裁縫の基礎 加藤 容子 日本文芸社

18
ペットボトルと空き容器で作るレトロ家電
とミニ雑貨

宮市 稔子 主婦と生活社

19 米粉で作るうれしい和のおやつ 森崎 繭香 立東舎

20 会社を綴る人 朱野 帰子 双葉社

21 その日、朱音は空を飛んだ 武田 綾乃 幻冬舎
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22 樹木希林120の遺言 樹木 希林 宝島社

23 いだてん 前編 宮藤 官九郎 NHK出版

24 うちのレシピ 瀧羽 麻子 新潮社

25 怪物の木こり 倉井 眉介 宝島社

26
あいうえお順あっという間に読めちゃうハン
グル

房 賢嬉 新星出版社

27 きょうも明日も炒めもの きじま りゅうた 学研プラス

28 絶対正義 秋吉 理香子 幻冬舎

29 新章神様のカルテ 夏川 草介 小学館

30 ひとりごと 市原 悦子 春秋社

31
医師に「運動しなさい」と言われたら最初
に読む本

中野 ジェームズ修一 日経BP社

32
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

33 絵かきうたあそび決定版110 阿部 恵 学研教育みらい

34 幕末まらそん侍 土橋 章宏 角川春樹事務所

35 横道世之介　続 吉田 修一 中央公論新社

36 ずるいいきもの図鑑 今泉 忠明 宝島社

37 発現 阿部 智里 NHK出版

38 心霊電流　下 スティーヴン　キング 文藝春秋

39 まつらひ 村山 由佳 文藝春秋

40 かわたれどき 畠中 恵 文藝春秋

41 「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤 勝裕 ベレ出版

42 その症状って、本当に認知症? 朝田 隆 法研

43 「ロンリ」の授業
NHK『ロンリのちか
ら』制作班

三笠書房

44 炯眼に候 木下 昌輝 文藝春秋



45 歌舞伎町ゲノム 誉田 哲也 中央公論新社

46 ニムロッド 上田 岳弘 講談社

47 忘れるが勝ち! 外山 滋比古 春陽堂書店

48
モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイ
エット究極の部分やせ

佐久間 健一 サンマーク出版

49 宝島 真藤 順丈 講談社

50 角さんとじゃじゃ馬 田中 眞紀子 KADOKAWA

51 指揮権発動 笹本 稜平 KADOKAWA

52
たくさがわ先生が教えるパソコンの困った!
お悩み解決超入門

たくさがわ つねあき 技術評論社

53 カミキィの季節のおりがみ カミキィ 日本文芸社

54 るるぶ大阪ベスト　20 JTBパブリッシング

55
心と体がのびのび育つ0～2歳児のあそび
図鑑

波多野 名奈 池田書店

56 夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井 いつき ナツメ社

57 ハーブバイブル ステファン　ブチャツキ ガイアブックス

58 コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 渡瀬 謙 インプレス

59 親を愛せない子、子を愛せない親たちへ 窪島 誠一郎 彩流社

60 図書館の日本史 新藤 透 勉誠出版

61 メモの魔力 前田 裕二 幻冬舎

62 ぼくはきっとやさしい 町屋 良平 河出書房新社

63 本物の読書家 乗代 雄介 講談社

64 まよなかの青空 谷 瑞恵 文藝春秋

65
東京ディズニーランドパーフェクトガイド
ブック　2019

ディズニーファン編集部 講談社

66 女警 古野 まほろ KADOKAWA

67 断捨離したいナンバーワン、それは夫です やました ひでこ 悟空出版



68 海苔と卵と朝めし 向田 邦子 河出書房新社

69 入れ子の水は月に轢かれ オーガニックゆうき 早川書房

70 木曜日の子ども 重松 清 KADOKAWA

71
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

72 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

73 おいしさ満点!中高生の基本のお弁当 ほりえ さちこ 成美堂出版

74 探偵は教室にいない 川澄 浩平 東京創元社

75 先生、殴らないで! 桑田 真澄 かもがわ出版

76 殺人鬼がもう一人 若竹 七海 光文社

77
園児&小学生のスモック・エプロン・パ
ジャマ

ブティック社

78 ベルリンは晴れているか 深緑 野分 筑摩書房

79 酒呑みに与ふる書 キノブックス編集部 キノブックス

80 家康に訊け 加藤 廣 新潮社

81 なんでも、漬けもの。 河井 美歩 主婦と生活社

82 心霊電流　上 スティーヴン　キング 文藝春秋

83 忠義に死す 島津豊久 近衛 龍春 KADOKAWA

84
パワハラにあったときどうすればいいかわ
かる本

いじめ　メンタルヘルス
労働者支援センター

合同出版

85 次の人、どうぞ! 酒井 順子 講談社

86 ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽 麻子 幻冬舎

87 ひと 小野寺 史宜 祥伝社

88 牧水の恋 俵 万智 文藝春秋

89 1R1分34秒 町屋 良平 新潮社

90 エースの遺言 久和間 拓 双葉社



91 新宿の猫 ドリアン助川 ポプラ社

92 公共図書館の冒険 柳 与志夫 みすず書房

93
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

94
もう迷わない!接着芯の選び方・貼り方
BOOK

日本ヴォーグ社

95
すぐに役立つこれだけは知っておきたい空
き家対策の法律・税金と活用法

北川 ワタル 三修社

96 いのちの人形 横関 大 KADOKAWA

97 女性のための「検査」がわかる本 小橋 隆一郎 主婦の友社

98 お金がない! 赤瀬川 原平 河出書房新社

99 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤 孝 SBクリエイティブ

100 父と私の桜尾通り商店街 今村 夏子 KADOKAWA

101 ん!? 宮藤 官九郎 文藝春秋

102 フーガはユーガ 伊坂 幸太郎 実業之日本社

103
「ものの言い方」「文章の書き方」を知ら
ずに大人になった人へ

清水 克彦 PHP研究所

104 サカサかぞくのだんながなんだ 宮西 達也 ほるぷ出版

105 カンガルーがんばる! 佐川 芳枝 講談社

106 よわむしトトといのちの石 如月 かずさ 講談社

107 月のサイエンス 藤子　F　不二雄 小学館

108 かんぺきなこども ミカエル　エスコフィエ ポプラ社

109 電気・ガスはどこから来るのか? 江田 健二 PHP研究所

110 レオたいせつなゆうき 村上 しいこ 講談社

111 保存食の大研究 中居 惠子 PHP研究所

112 カどこいった? 鈴木 のりたけ 小学館

113 うさぎくんとママ リチャード　スキャリー 好学社



114 よくわかる介護の仕事・施設 結城 康博 PHP研究所

115 ももたろう 西村 敏雄 あすなろ書房

116 ぼく、仮面ライダーになる!　ジオウ編 のぶみ∥さく 講談社

117 最新!リサイクルの大研究 田崎 智宏 PHP研究所

118 クジラのおなかからプラスチック 保坂 直紀 旬報社

119 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

120 ブラックないきもの図鑑 今泉 忠明 朝日新聞出版

121 浄水場・下水処理場図鑑 梅澤 真一 金の星社

122 にゅうさん菌 佐々木 泰子 農山漁村文化協会

123 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

124 どうぶつ四字熟語えほん 石井 聖岳 のら書店

125 はっくしょん ザ　キャビンカンパニー 岩崎書店

126 十年屋 廣嶋 玲子 静山社

127
ファンタスティック・ビーストと黒い魔法
使いの誕生

J.K.ローリング 静山社

128 いいね! 筒井 ともみ あすなろ書房

129 ねこのつけしっぽ 吉田 愛 講談社

130 たまねぎとはちみつ 瀧羽 麻子 偕成社

131 清掃工場・リサイクル施設図鑑 梅澤 真一 金の星社

132 さよならのじゅんび 中山 成子 少年写真新聞社

133 きみを変える50の名言 佐久間 博 汐文社

134 頭を楽しくきたえる!推理クイズ 藤子　F　不二雄 小学館

135 夢はどうしてかなわないの? 大野 正人 汐文社

136 ちゃのまのおざぶとん かねこ まき アリス館



137 嘉納治五郎 かわの いちろう ポプラ社

138 マリア・テレジア 迎 夏生 ポプラ社

139 昭和のお店屋さん 藤川 智子 ほるぷ出版

140 さくらもちのさくらこさん 岡田 よしたか ブロンズ新社

141 ちびしろくまのねがいごと 小林 深雪 講談社

142 からだのなかのびっくり事典 こざき ゆう ポプラ社

143 どんぶりん 新井 洋行 アリス館

144 こんとん 夢枕 獏 偕成社

145 えらいこっちゃのいちねんせい かさい まり アリス館

146 おしえておしえてねむりかた アナ　カン ほるぷ出版

147 ほんやのねこ ヒグチ ユウコと文 白泉社

148 ときめきスイーツ 東京製菓学校 学研プラス

149 へんなともだちマンホーくん 村上 しいこ 講談社

150 キリンの山のぼり 茂市 久美子 講談社

151 ぜったいにさわっちゃダメ? ビル　コッター サンクチュアリ出版

152 ぼく、仮面ライダーになる!　エグサイド編 のぶみ 講談社

153 ぼく、仮面ライダーになる!　ゴースト編 のぶみ 講談社

154 ジュウオウジャーかぞく のぶみ 講談社

155 仮面ライダー大図鑑デラックス ポプラ社

156 俳句ガール 堀 直子 小峰書店

157 そつぎょう 松本 猛 岩崎書店

158 にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん うえだ しげこ 大日本図書

159 おいせまいりわんころう あおき ひろえ ブロンズ新社



160 金栗四三 佐野 慎輔 小峰書店

161 にぎっておいしいきほんのおにぎり 寺西 恵里子 汐文社

162 日本の恐竜大研究 冨田 幸光 PHP研究所

資料名 著者名 出版者

163 TJカゴシマ 2019年3月号

164 趣味の園芸 2019年3月号 日本放送出版協会

165 すてきにハンドメイド 2019年3月号 ＮＨＫ出版

166 CHANTO 2019年3月号 主婦と生活社

167 オレンジページ 2019年2/17号 ㈱オレンジページ

168 ウィズ 2019年3月号 講談社

169 婦人公論 2019年2/26号 中央公論社

170 婦人公論 2019年2/12号 中央公論社

171 ＥＳＳＥ 2019年3月号 （株）扶桑社

172 オレンジページ 2019年3/2号 ㈱オレンジページ
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