
資料名 著者名 出版者

1 百花 川村 元気 文藝春秋

2 図解わかる年金 '2019-2020年版 中尾 幸村 新星出版社

3 色彩豊かに楽しむ陶芸 高橋 奈己 マガジンランド

4 未和 尾崎 孝史 岩波書店

5 箸休め 真藤 舞衣子 学研プラス

6 ゴルフスイング物理学 小澤 康祐 実業之日本社

7 生きるように働く ナカムラ ケンタ ミシマ社

8
これって個人情報なの?意外と知らない実
務の疑問

稲葉 一人 税務研究会出版局

9 宮中歌会始全歌集 宮内庁 東京書籍

10 ジグソーパズル48 乾 くるみ 双葉社

11 失われた美風 藤原 正彦 新潮社

12 ネット検索が怖い 神田 知宏 ポプラ社

13 この橋をわたって 新井 素子 新潮社

14 よくわかる社会人の基礎知識 岡野 絹枝集代表 ぎょうせい

15 母のうた 美智子 徳間書店

16 全国SA・PA道の駅ガイド ''19-'20 昭文社

17 地方財政白書 '平成31年版 総務省 日経印刷

18 知識ゼロからのRPA入門 大角 暢之 幻冬舎

19 自治会・町内会お悩み解決実践ブック 水津 陽子 実業之日本社

20 日本の最も美しい町 美しい町研究会 エクスナレッジ

21
地図とデータで見る移民の世界ハンドブッ
ク

カトリーヌ　ヴィトール
ド　ヴァンダン

原書房

22 もみじの言いぶん 村山 由佳 ホーム社

所蔵館 ：大口図書館  資料区分  ：一般



23 知って得する!おうちの数学 松川 文弥 翔泳社

24 カササギ殺人事件 '下
アンソニー　ホロヴィッ
ツ

東京創元社

25 日本の365日を愛おしむ 本間 美加子 東邦出版

26 カササギ殺人事件 '上
アンソニー　ホロヴィッ
ツ

東京創元社

27 平成本 昭文社

28 ゼロからはじめる経済入門
横浜国立大学経済学部テキ
スト　プロジェクトチーム

有斐閣

29 学芸員になるには 横山 佐紀 ぺりかん社

30 ていん島の記 仁木 英之 講談社

31 白昼夢の森の少女 恒川 光太郎 KADOKAWA

32 夜が暗いとはかぎらない 寺地 はるな ポプラ社

33 教科書から消える!?偉人たち 初田 景都 辰巳出版

34 初恋さがし 真梨 幸子 新潮社

35 育休刑事(デカ) 似鳥 鶏 幻冬舎

36 暁天の星 葉室 麟 PHP研究所

37 金剛の塔 木下 昌輝 徳間書店

38 野菜保存のアイデア帖 島本 美由紀 パイインターナショナル

39 余物語 西尾 維新 講談社

40 鬼を待つ あさの あつこ 光文社

41 私の好きな文房具の秘密 菅 未里 枻出版社

42 幕末 日本カメラ博物館 山川出版社

43
素敵にアレンジ マスキングテープをもっと
楽しむ本

フィグインク メイツ出版

44 平成と天皇 半藤 一利 大和書房

45 20歳まで猫が元気に長生きできる住まい エクスナレッジ

46 彼女たちの場合は 江國 香織 集英社



47 めぐり逢いサンドイッチ 谷 瑞恵 KADOKAWA

48 魔法を召し上がれ 瀬名 秀明 講談社

49 ルポ私たちが生きた平成 共同通信社 岩波書店

50 悪の五輪 月村 了衛 講談社

51 蒼色の大地 薬丸 岳 中央公論新社

52 新潟佐渡 ''20 昭文社

53 夢見る帝国図書館 中島 京子 文藝春秋

54 しあわせしりとり 益田 ミリ ミシマ社

55 愛と別れ 内田 康夫 短歌研究社

56 まいにち着る女の子服 片貝 夕起 日本ヴォーグ社

57 転生 笹本 稜平 双葉社

58 牙 三浦 英之 小学館

59
国立がん研究センター東病院の管理栄養士
さんが考えたがんサバイバーの毎日ごはん

千歳 はるか 小学館

60 ふだんの洋食 有元 葉子 SBクリエイティブ

61 松江・出雲 石見銀山 ''20 昭文社

62 泣くな研修医 中山 祐次郎 幻冬舎

63 オバペディア 田丸 雅智 潮出版社

64
1日1ページ、読むだけで身につく世界の教
養365 '人物編

デイヴィッド　S.キダー 文響社

65 アンサーゲーム 五十嵐 貴久 双葉社

66 腰痛を1分で治す 内田 輝和 エクスナレッジ

67
はじめての刺しゅうひらがな・カタカナ刺
しゅう500

アップルミンツ

68 刑事の慟哭 下村 敦史 双葉社

69
無印良品ですっきり暮らしと収納のアイデ
ア

エクスナレッジ

70 プラスチック・フリー生活
シャンタル　プラモンド
ン

NHK出版



71 一生太らない魔法の食欲鎮静術 松尾 伊津香
クロスメディア・パブリッ
シング

72 動乱の刑事 堂場 瞬一 講談社

73 つみびと 山田 詠美 中央公論新社

74 旅は道づれきりきり舞い 諸田 玲子 光文社

75
わが家のおいしい梅干し・梅シロップ・梅
酒のレシピ

柳澤 由梨 成美堂出版

76 アタラクシア 金原 ひとみ 集英社

77 超図解野菜の生育診断&回復ワザ 『やさい畑』菜園クラブ 家の光協会

資料名 著者名 出版者

78 信じられない現実の大図鑑 2 DK社著 東京書籍

79 どっちが強い!?オオトカゲvsワニガメ スライウム KADOKAWA

80 どっちが強い!?クラゲvsデンキウナギ ジノ KADOKAWA

81
おしりたんてい かいとうとねらわれたはな
よめ

トロル ポプラ社

82 かべのむこうになにがある?
ブリッタ　テッケント
ラップ

BL出版

83 アレックスとまほうのふね キャサリン　ホラバード 徳間書店

84 この川のむこうに君がいる 濱野 京子 理論社

85 オリンピック・パラリンピッククイズ 1 オリパラクイズ研究会 小峰書店

86 うごく!あそべる!超かんたん工作 1 ヒダ オサム ポプラ社

87 あしたはきっと デイヴ　エガーズ BL出版

88 とりあえずごめんなさい 五味 太郎 絵本館

89 ダーウィンの「種の起源」 サビーナ　ラデヴァ 岩波書店

90 ゆうごはんなにたべたい? かけひ さとこ 赤ちゃんとママ社

91 おかいものなんだっけ? 宮野 聡子 講談社

92 もののけ屋 [1] 廣嶋 玲子 ほるぷ出版

所蔵館：大口図書館 資料区分：児童



93 日本昔ばなしのことば絵本 千葉 幹夫 ナツメ社

94 ミツバチだいすき 藤原 由美子 福音館書店

95 オリンピック・パラリンピッククイズ 4 オリパラクイズ研究会 小峰書店

96 かぜのでんわ いもと ようこ 金の星社

97 あめだま ペク ヒナ ブロンズ新社

98 どっちが強い!?カブトムシvsクワガタムシ スライウム KADOKAWA

99 オリンピック・パラリンピッククイズ 2 オリパラクイズ研究会 小峰書店

100 かめくんのさんぽ なかの ひろたか 福音館書店

101 きょうもうれしい えがしら みちこ 理論社

102 ごろうのおみせ ごろう 岩崎書店

103 やましたくんはしゃべらない 山下 賢二 岩崎書店

104 ぼくらのセイキマツ 伊藤 たかみ 理論社

105 イワシ 大片 忠明 福音館書店

106 おやゆびひめ アンデルセン 岩波書店

107 うごく!あそべる!超かんたん工作 6 ヒダ オサム ポプラ社

108 いじわるちゃん たんじ あきこ 岩崎書店

109 ぺんぎんのぴむとぽむ ディック　ブルーナ 福音館書店

110 タケの大研究 内村 悦三 PHP研究所

111 シェーラ姫の冒険 '下 村山 早紀 童心社

112 はるとあき 斉藤 倫 小学館

113 かわうそモグ 小森 香折 BL出版

114 ジョン万次郎 山口 理 あかね書房

115 いっしょにおつかい メアリー　チャルマーズ 岩波書店

116 オリンピック・パラリンピッククイズ 3 オリパラクイズ研究会 小峰書店



117 初恋まねき猫 小手鞠 るい 講談社

118 鬼遊び 廣嶋 玲子 小峰書店

119 おしりたんてい カレーなるじけん トロル　え ポプラ社

120 めのはなし 堀内 誠一 福音館書店

121 エジソン トーベン　クールマン ブロンズ新社

122 うんどうがすきになる絵本 5
体育指導のスタートライ
ン

ポプラ社

123 ハチごはん 横塚 眞己人 ほるぷ出版

124 ふって!ふって!バニー クラウディア　ルエダ フレーベル館

125 チャレンジミッケ! 10 ウォルター　ウィック 小学館

126 まくらからくま コジヤジコ 岩崎書店

127 マンマルさん マック　バーネット クレヨンハウス

128 ずかん数字 清水 洋美著 技術評論社

129 うごく!あそべる!超かんたん工作 5 ヒダ オサム ポプラ社

130 うごく!あそべる!超かんたん工作 4 ヒダ オサム ポプラ社

131 うごく!あそべる!超かんたん工作 3 ヒダ オサム ポプラ社

132 うごく!あそべる!超かんたん工作 2 ヒダ オサム ポプラ社

133 手塚治虫 中野 晴行 あかね書房

134 南方熊楠 新藤 悦子 あかね書房

135 エミージーンのぼうし メアリー　チャルマーズ 岩波書店

136 かぞくってなあに? [マール　フェレーロ 文化学園文化出版局

137 てっかくん さとう めぐみ 教育画劇

138 こんどこそは名探偵 杉山 亮 偕成社

139 うんどうがすきになる絵本 1
体育指導のスタートライ
ン

ポプラ社

140 うんどうがすきになる絵本 2
体育指導のスタートライ
ン

ポプラ社



141 ふって!ふって!ぺこぺこバニー クラウディア　ルエダ フレーベル館

142 うんどうがすきになる絵本 4
体育指導のスタートライ
ン

ポプラ社

143 ナマコ天国 本川 達雄 偕成社

144 さわってごらん!よるの星 クリスティ　マシソン ひさかたチャイルド

145 しょうがっこうがだいすき うい 学研プラス

146 おおかみさんいまなんじ? 中川 ひろたか 学研プラス

147 おーい、こちら灯台 ソフィー　ブラッコール 評論社

148 パンダのパンやさん 岡本 よしろう 金の星社

149 庭に咲く花えほん 前田 まゆみ あすなろ書房

150 こ～ちょこちょ にへい たもつ KADOKAWA

151 シェーラ姫の冒険 上 村山 早紀 童心社

152 かさとながぐつ 二宮 由紀子 瑞雲舎(発売)

153 アレルギーのサバイバル　1 ゴムドリco. 朝日新聞出版

154 うんどうがすきになる絵本　3
体育指導のスタートライ
ン

ポプラ社

155 なまはげ 小賀野 実 ポプラ社

156 せんせい 大場 牧夫 福音館書店

資料名 出版者

157 Ｎｕｍｂｅｒ　'2019年5/30号 文藝春秋

158 Ｎｕｍｂｅｒ　2019年5/16号 文藝春秋

159 ＥＳＳＥ　2019年6月号 （株）扶桑社

160 現代農業　2019年6月号 農山漁村文化協会

161 どうぎゃん　2019年5月号 どうぎゃん編集部

162 ＭＯＲＥ　2019年6月号 集英社

所蔵館：大口図書館 資料区分：雑誌



163 婦人公論　2019年5/28号 中央公論社

164 壮快　2019年7月号 マキノ

165 ひよこくｸﾗﾌﾞ　2019年6月号 ベネッセコーポレーション

166 趣味の園芸　2019年6月号 日本放送出版協会

167 きょうの料理　2019年6月号 日本放送出版協会


