
資料名 著者名 出版者

1 ｾﾞﾝﾘﾝ住宅地図  鹿児島県伊佐市②  菱刈 株式会社  ゼンリン 株式会社ｾﾞﾝﾘﾝ

2 ｾﾞﾝﾘﾝ住宅地図  鹿児島県伊佐市①  大口 株式会社  ゼンリン 株式会社ｾﾞﾝﾘﾝ

3 落花 澤田 瞳子 中央公論新社

4 夜の塩 山口 恵以子 徳間書店

5 カゲロボ 木皿 泉 新潮社

6 自然を生きる、自分を生きる 柳生 博 河出書房新社

7
会社のことよくわからないまま社会人に
なった人へ

池上 彰 海竜社

8 麦本三歩の好きなもの 住野 よる 幻冬舎

9 るるぶこどもとあそぼ!中国四国　[2019] JTBパブリッシング

10
教えて、明橋先生!何かほかの子と違
う?HSCの育て方Q&A

明橋 大二 1万年堂出版

11 プロ野球問題だらけの12球団　2019年版 小関 順二 草思社

12 飛族 村田 喜代子 文藝春秋

13 住友を破壊した男 江上 剛 PHP研究所

14 アラフォー・クライシス
NHK「クローズアップ
現代+」取材班

新潮社

15 キッド 相場 英雄 幻冬舎

16 夢の迷い路 西澤 保彦 光文社

17
るるぶこどもとあそぼ!名古屋東海北陸
20

JTBパブリッシング

18
政治のことよくわからないまま社会人に
なった人へ

池上 彰 海竜社

19
全国高等学校野球選手権大会100回史　上
巻

朝日新聞社 朝日新聞出版

20
全国高等学校野球選手権大会100回史　下
巻

朝日新聞社 朝日新聞出版

21
予約のとれない家政婦makoのひとりぶん
からレンチンごはん

mako KADOKAWA

所蔵館 ：大口図書館  資料区分  ：一般



22 傲慢と善良 辻村 深月 朝日新聞出版

23 いつも心に樹木希林 キネマ旬報社

24 えちごトキめき鉄道殺人事件 西村 京太郎 中央公論新社

25 るるぶ北海道　20 JTBパブリッシング

26 SDGsビジネス戦略
ピーター D.ピーダーセ
ン

日刊工業新聞社

27
プレゼン・コンシェルジュが教える社会人
1年目の「アピり方」

天野 暢子 CCCメディアハウス

28 ドライブ九州ベスト　2020 昭文社

29 お茶壺道中 梶 よう子 KADOKAWA

30 ハムレット殺人事件 芦原 すなお 東京創元社

31 梟の一族 福田 和代 集英社

32
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

33 こうして誰もいなくなった 有栖川 有栖 KADOKAWA

34 鬼憑き十兵衛 大塚 已愛 新潮社

35 崩壊の森 本城 雅人 文藝春秋

36
最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事
の超基本

宮本 ゆみ子 朝日新聞出版

37 過労死 牧内 昇平 ポプラ社

38 少年は死になさい…美しく 新堂 冬樹 中央公論新社

39 日本の貝 高重 博 誠文堂新光社

40 ゼロトレ 石村 友見 サンマーク出版

41 るるぶこどもとあそぼ!関西　20 JTBパブリッシング

42 いちばんやさしいRPAの教本 進藤 圭 インプレス

43 中野のお父さんは謎を解くか 北村 薫 文藝春秋

44 傑作はまだ 瀬尾 まいこ
ソニー・ミュージックエン
タテインメント



45 常宿にしたい温泉宿 2019年版 旅行読売出版社

46 どうぶつ恋愛図鑑 大渕 希郷 東京書店

47 イシイカナコが笑うなら 額賀 澪 KADOKAWA

48 桜と紅葉撮影ハンドブック 萩原 史郎 技術評論社

49 達人が教える!農家直伝おいしい野菜づくり 加藤 正明 永岡書店

50 美しく育てやすいバラ銘花図鑑 河合 伸志 日本文芸社

51 レフトハンド・ブラザーフッド 知念 実希人 文藝春秋

52 一切なりゆき 樹木 希林 文藝春秋

53 おっさんたちの黄昏商店街 池永 陽 潮出版社

54 まんぷく　下 福田 靖 NHK出版

55 肖像彫刻家 篠田 節子 新潮社

56 人生がときめく老い支度実践! 岡田 信子 三笠書房

57 由利・三津木探偵小説集成 横溝 正史 柏書房

58 死にがいを求めて生きているの 朝井 リョウ 中央公論新社

59 大学受験案内　2020年度用 晶文社学校案内編集部 晶文社

60 みかんとひよどり 近藤 史恵 KADOKAWA

61 おいしく食べる食材の手帖 野崎 洋光 池田書店

62 陰陽師　女蛇ノ巻 夢枕 獏 文藝春秋

63 くらやみガールズトーク 朱野 帰子 KADOKAWA

64 新宿花園裏交番坂下巡査 香納 諒一 祥伝社

65 フライパンひとつで何つくる? 井原 裕子 成美堂出版

66 機捜235 今野 敏 光文社

67 真実の航跡 伊東 潤 集英社



68 尼子姫十勇士 諸田 玲子 毎日新聞出版

69 渦 大島 真寿美 文藝春秋

70 千里の向こう 簑輪 諒 文藝春秋

71 異文化理解の問題地図 千葉 祐大 技術評論社

資料名 著者名 出版者

72 部長会議はじまります 吉野 万理子 朝日学生新聞社

73 へいわとせんそう たにかわ しゅんたろう ブロンズ新社

74 お、しりませんでした あわた のぶこ フレーベル館

75 声に出そうはじめての漢詩　1 全国漢文教育学会 汐文社

76 ルルとララのおまじないクッキー あんびる やすこ 岩崎書店

77 おさいふのかみさま 苅田 澄子 フレーベル館

78 声に出そうはじめての漢詩　3 全国漢文教育学会 汐文社

79 まめまきバス 藤本 ともひこ 鈴木出版

80 都会(まち)のトム&ソーヤ　16 はやみね かおる 講談社

81 てんしき 川端 誠　絵 KADOKAWA

82
小中学生からはじめるプログラミングの本
2019年版

日経パソコン 日経BP社

83 妖怪一家のウェディング大作戦 富安 陽子 理論社

84 しゅつどう!しょうぼうたい 鎌田 歩　絵 金の星社

85 でんしゃあいうえお もちだ あきとし 小峰書店

86 声に出そうはじめての漢詩　2 全国漢文教育学会 汐文社

87 いつか、太陽の船 村中 李衣 新日本出版社

88 おこのみやき ひぐち ともこ 解放出版社

所蔵館：大口図書館 資料区分：児童



89 悪ガキ7 宗田 理 静山社

90 道路はどのようにつくるのか? 窪田 陽一 PHP研究所

91 たてる サリー　サットン 福音館書店

92 こわす サリー　サットン 福音館書店

93 カイとティムよるのぼうけん 石井 睦美 アリス館

94
フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろ
うがっこう　こわいものにであったらのま
き

いとう ひろし 徳間書店

95 いまのわたしにできること リサ　パップ WAVE出版

96 かるたをつくって遊ぼう!　2 原口 美貴子 国土社

97 とびきりおかしなマラソンレース メーガン　マッカーシー 光村教育図書

98 5分間のサバイバル　6年生 韓 賢東 朝日新聞出版

99 ありちゃんあいうえお かこ さとし 講談社

100 どうぶつのふしぎ にしもと おさむ 世界文化社

101 この世界の片隅に こうの 史代 徳間書店

102 まめうしくんとこんにちは あきやま  ただし ＰＨＰ研究所

103 ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき さとう わきこ 福音館書店

104 シリルとパット ともだちになろう エミリー　グラヴェット フレーベル館

105 サムとぶらぶら アリソン　アトリー 福音館書店

106 くもとそらのえほん 五十嵐 美和子 PHP研究所

107 チコちゃんに叱られる 海老 克哉 文溪堂

108 みんなとちがうきみだけど
ジャクリーン　ウッドソ
ン

汐文社

109 嵐をしずめたネコの歌 アントニア　バーバー 徳間書店

110 実験対決　30 洪 鐘賢 朝日新聞出版



資料名 出版者

111 どうぎゃん 2019年4月号 どうぎゃん編集部

112 かぞくのじかん  春  Vol47
第１巻 第８号 (通巻８
巻)

婦人之友社

113 現代農業 2019年4月号 農山漁村文化協会

114 オ‐ル讀物 2019年3.4月号 文藝春秋

115 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年3月28日 文藝春秋

116 きょうの料理 2019年4月号 日本放送出版協会

117 趣味の園芸 2019年4月号 日本放送出版協会

118 ＥＳＳＥ 2019年4月号 （株）扶桑社

119 ひよこくｸﾗﾌﾞ 2019年4月号 ベネッセコーポレーション

120 きょうの料理 2019年3月号 日本放送出版協会

121 ゴルフダイジェスト 2019年5月号 ゴルフダイジェスト社

122 婦人公論 2019年4月9日 中央公論社

123 ゴルフダイジェスト 2019年4月号 ゴルフダイジェスト社

124 どうぎゃん 2019年3月号 どうぎゃん編集部

125 婦人公論 2019年3月26日 中央公論社

126 壮快 2019年5月号 マキノ

127 婦人公論 2019年3月12日 中央公論社

128 趣味の園芸 2019年3月号 日本放送出版協会

129 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年3月14日 文藝春秋

130 ＭＯＲＥ 2019年4月号 集英社

所蔵館：大口図書館 資料区分：雑誌


