
資料名 著者名 出版者

1 マリコを止めるな! 林 真理子 文藝春秋

2 犬のための家づくり エクスナレッジ

3 営業の問題地図 藤本 篤志 技術評論社

4 すべては救済のために デニ　ムクウェゲ あすなろ書房

5 作家の人たち 倉知 淳 幻冬舎

6 シーソーモンスター 伊坂 幸太郎 中央公論新社

7 ぼくはお坊さんになった 諏訪 ふげん 書肆侃侃房

8 ポルシェ太郎 羽田 圭介 河出書房新社

9 動物園巡礼 木下 直之 東京大学出版会

10 桐谷さんの株主優待生活 桐谷 広人 祥伝社

11 南北アメリカのあやとり 野口 とも 誠文堂新光社

12 隠居すごろく 西條 奈加 KADOKAWA

13 数字で話せ 斎藤 広達 PHP研究所

14 妻のトリセツ 黒川 伊保子 講談社

15 ゆるキャラの恐怖 奥泉 光 文藝春秋

16 ドS刑事(デカ)　(6) 七尾 与史 幻冬舎

17
仮想通貨時代を生き抜くための「お金」の
教科書

白井 さゆり 小学館

18 サバティカル 中村 航 朝日新聞出版

19 同潤会代官山アパートメント 三上 延 新潮社

20 おまえの罪を自白しろ 真保 裕一 文藝春秋

21 はじめての苔テラリウム 園田 純寛 成美堂出版

所蔵館 ：大口図書館  資料区分  ：一般



22 チコちゃんに叱られる
NHK「チコちゃんに叱
られる!」制作班

小学館

23 その調理、まだまだ9割の栄養捨ててます!
東京慈恵会医科大学附属
病院栄養部

世界文化社

24 呪護 今野 敏 KADOKAWA

25 検事の信義 柚月 裕子 KADOKAWA

26 もういちどベートーヴェン 中山 七里 宝島社

27 ブルー 葉真中 顕 光文社

28 一日一生　続 酒井 雄哉 朝日新聞出版

29 バッドビート 呉 勝浩 講談社

30 はじめてのかぶしき
ラジオNIKKEI「はじめ
てのかぶしき」制作班

祥伝社

31 おやすみの歌が消えて リアノン　ネイヴィン 集英社

32 カミキィの季節のおりがみ カミキィ 日本文芸社

33
はじめてママの「からだとこころの悩み」
お助けBOOK

竹内 正人 世界文化社

34 ビブリオ漫談 笹倉 剛 あいり出版

35 黄色い水着の謎 奥泉 光 文藝春秋

36 信州・善光寺殺人事件 梓 林太郎 光文社

37 とめどなく囁く 桐野 夏生 幻冬舎

38 心音 乾 ルカ 光文社

39 ヒマラヤに学校をつくる 吉岡 大祐 旬報社

40 平成家族 朝日新聞取材班 朝日新聞出版

41 図録日本国憲法 斎藤 一久 弘文堂

42 平成新語 出どこはどこ? 中村 三郎 柏書房

43 オセアニアのあやとり　1 野口 とも 誠文堂新光社

44 オセアニアのあやとり　2 野口 とも 誠文堂新光社



45 季節のお漬けもの 山田 奈美 家の光協会

46 男コピーライター、育休をとる。 魚返 洋平 大和書房

47
行列のできる人気女性FPが教えるお金を貯
める守る増やす超正解30

井澤 江美 東洋経済新報社

48 キボウのミライ 福田 和代 祥伝社

49 人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤 愛子 PHP研究所

50 子どもと作れる12か月のパン 吉永 麻衣子 新潮社

51 私がオバさんになったよ ジェーン　スー 幻冬舎

52
知らなきゃ損する農家の年金・保険・退職
金

林田 雅夫 農山漁村文化協会

53 いも殿さま 土橋 章宏 KADOKAWA

54 立川忍びより　(2) 仁木 英之 KADOKAWA

55
旅行が200%楽しくなる!スーツケース収納
術

三田村 蕗子 辰巳出版

56 トリニティ 窪 美澄 新潮社

57 はじめて学ぶLGBT 石田 仁 ナツメ社

58 読むよむ書く 重松 清 幻戯書房

59
外国人労働者・移民・難民ってだれのこ
と?

内藤 正典 集英社

60 脳を傷つけない子育て 友田 明美 河出書房新社

61 帝国ホテル建築物語 植松 三十里 PHP研究所

62 バシレウス 塚本 青史 NHK出版

63 思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ 新潮社

64 わたし、定時で帰ります。　(2) 朱野 帰子 新潮社

65 家族終了 酒井 順子 集英社

66
図解いちばんやさしく丁寧に書いた就業規
則の本

佐藤 文子 成美堂出版

67 マジカルグランマ 柚木 麻子 朝日新聞出版



68 早朝始発の殺風景 青崎 有吾 集英社

69 無目的な思索の応答 又吉 直樹 朝日出版社

70 マーダーハウス 五十嵐 貴久 実業之日本社

71 私は虐待していない 柳原 三佳 講談社

72 人類最年長 島田 雅彦 文藝春秋

73 帰還 堂場 瞬一 文藝春秋

資料名 著者名 出版者

74
ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがお
となになるまえの詩集

斉藤 倫 福音館書店

75 星の旅人 小前 亮 小峰書店

76 暗闇の妖怪デザイナー 斉藤 洋 あかね書房

77 とりづくし 内田 麟太郎 鈴木出版

78 ぼくとニケ 片川 優子 講談社

79 もうひとつの屋久島から 武田 剛 フレーベル館

80 マンザナの風にのせて ロイス　セパバーン 文研出版

81 そらまめくんとおまめのなかま なかや みわ 小学館

82 パンダかぞえたいそう いりやま さとし 講談社

83 ねえねえパンダちゃん 西村 敏雄 ほるぷ出版

84 ねこの3つのねがいごと カリスタ　ブリル 岩崎書店

85 子ぶたのトリュフ ヘレン　ピータース さ・え・ら書房

86 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー　トーマス 岩崎書店

87 ABCうさぎ ワンダ　ガアグ 文遊社

88 徳治郎とボク 花形 みつる 理論社

所蔵館：大口図書館 資料区分：児童



89 いないいないばあさん 佐々木 マキ 偕成社

90 うみどりの島 寺沢 孝毅 偕成社

91 もったいないばあさんかわをゆく 真珠 まりこ 講談社

92 おれんち、動物病院 山口 理 文研出版

93 大渋滞 いとう みく PHP研究所

94 ちいさなハンター 佐藤 まどか 講談社

95
たべものやさんしりとりたいかいかいさい
します

シゲタ サヤカ 白泉社

96 物語たくさんのお月さま ジェームズ　サーバー 徳間書店

97 あるくくま 谷川 俊太郎 クレヨンハウス

98 すだつきたのかわせみ 手島 圭三郎 絵本塾出版

99 ねえさんといもうと シャーロット　ゾロトウ あすなろ書房

100 椋鳩十 久保田 里花 あかね書房

101 ノウサギのムトゥラ ビヴァリー　ナイドゥー 岩波書店

102 作り直し屋 廣嶋 玲子 静山社

103 ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい 偕成社

104 世界一おもしろいお祭りの本 ロブ　フラワーズ 創元社

105 サイド・トラック
ダイアナ　ハーモン　ア
シャー

評論社

106 鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子 KADOKAWA

107 山の神のかくれが 有馬  英子 伊佐市立大口図書館

108 そこつ長屋 野村 たかあき 教育画劇

109 きょうなにしてた? はまの ゆか あかね書房

110 どうぶつたちのうた 中新井  純子 教育画劇

111 かみさまにあいたい 当原 珠樹 ポプラ社

112 みんなのおばけずかん 斉藤 洋 講談社



資料名 出版者

113 ゴルフダイジェスト 2019年6月号 ゴルフダイジェスト社

114 婦人公論 2019年5/14号 中央公論社

115 現代農業 2019年5月号 農山漁村文化協会

116 ＥＳＳＥ 2019年5月号 （株）扶桑社

117 趣味の園芸 2019年5月号 日本放送出版協会

118 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年4/11号 文藝春秋

119 ＭＯＲＥ 2019年5月号 集英社

120 きょうの料理 2019年5月号 日本放送出版協会

121 婦人公論 2019年4/23号 中央公論社

122 壮快 2019年6月号 マキノ

123 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年4/25号 文藝春秋

124 ひよこｸﾗﾌﾞ 2019年5月号 ベネッセコーポレーション

125 オ‐ル讀物 2019年5月号 文藝春秋

所蔵館：大口図書館 資料区分：雑誌


