
資料名 著者名 出版者

1 あとは切手を、一枚貼るだけ 小川 洋子 中央公論新社

2 本にまつわる世界のことば 温 又柔 創元社

3 美しき愚かものたちのタブロー 原田 マハ 文藝春秋

4 パソコンで描く『絵』の描き方 堀内 辰男 マガジンランド

5 今すぐ使えるかんたんPowerPoint 2019 技術評論社編集部 技術評論社

6 知れば知るほど行司・呼出し・床山 「相撲」編集部 ベースボール・マガジン社

7 セルフネグレクトと父親 石川 瞭子 青弓社

8 草取りにワザあり! 西尾 剛 誠文堂新光社

9 ざんねんな食べ物事典 東海林 さだお 文藝春秋

10 とむらい屋颯太 梶 よう子 徳間書店

11 月人壮士(おとこ) 澤田 瞳子 中央公論新社

12 ひよこ太陽 田中 慎弥 新潮社

13 炎天夢 今野 敏 角川春樹事務所

14 キュー 上田 岳弘 新潮社

15 60歳からのおしゃれのコツ 中山 庸子 海竜社

16 47都道府県・花風景百科 西田 正憲 丸善出版

17 日本一やさしい税法と税金の教科書 西中間 浩 日本実業出版社

18 友情2 講談社

19 データビジュアライゼーションの教科書 藤 俊久仁 秀和システム

20 女の偏差値 林 真理子 マガジンハウス

21 女はいつも四十雀 林 真理子 光文社

22 育てて楽しむはじめてのオリーブ 小野塚 千穂 家の光協会

所蔵館 ：大口図書館  資料区分  ：一般



23 待ち遠しい 柴崎 友香 毎日新聞出版

24 大切なことは時を経ても変わらない 吉沢 久子 海竜社

25
海音寺潮五郎記念文芸誌  銀杏  平成15年
度　銀杏  第3号

大口市教育委員会 大口市教育委員会

26 日本懐かし駄玩具大全 堤 哲哉 辰巳出版

27 トロイメライ 村山 早紀 立東舎

28 13歳からの絵本ガイド 金原 瑞人 西村書店

29 キャバレー ビートたけし 文藝春秋

30 あずかりやさん[3] 大山 淳子 ポプラ社

31 図書館司書と不死の猫 リン　トラス 東京創元社

32
世界の本好きたちが教えてくれた人生を変
えた本と本屋さん

ジェーン　マウント エクスナレッジ

33 コイコワレ 乾 ルカ 中央公論新社

34 ハッピーアワーは終わらない 東川 篤哉 新潮社

35 そしていま、一人になった 吉行 和子 ホーム社

36 あぶない!聞こえの悪さがボケの始まり 坂田 英明 小学館

37 119 長岡 弘樹 文藝春秋

38
あなたの知らないレトルトカレーのアレン
ジレシピ

一条 もんこ 扶桑社

39
知って安心!不整脈パーフェクトコントロー
ル

岡村 英夫 法研

40 ふたたび蟬の声 内村 光良 小学館

41 気づけない毒親 高橋 リエ 毎日新聞出版

42 大きな字でわかりやすいLINE入門 岩間 麻帆 技術評論社

43 カリスマvs.溝鼠 新堂 冬樹 徳間書店

44
今すぐ使えるかんたんWord & Excel
2019

技術評論社編集部 技術評論社

45 サリエルの命題 楡 周平　　 講談社

46 にっぽん醬油蔵めぐり 高橋 万太郎　　 東海教育研究所



47 平安ガールフレンズ 酒井 順子　　 KADOKAWA

48 椿宿の辺りに 梨木 香歩　　 朝日新聞出版

49 じじばばのるつぼ 群 ようこ 新潮社

50 K2 笹本 稜平 祥伝社

51 むらさきのスカートの女 今村 夏子 朝日新聞出版

52 ドキュメント豪雨災害 谷山 宏典 山と溪谷社

53 あずかりやさん[2] 大山 淳子 ポプラ社

54 夏めし100 高橋 雅子 池田書店

55 中川李枝子 中川 李枝子 平凡社

56
ポイント&スマホ決済&電子マネー完全攻
略ガイド

クレナビ管理人 技術評論社

57 市原悦子ことばの宝物 市原 悦子 主婦の友社

58 ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤 ダイヤモンド社

59 介護の流儀 曾野 綾子 河出書房新社

60 水辺のブッダ ドリアン助川 小学館

61 70歳のたしなみ 坂東 眞理子 小学館

62 笑え、シャイロック 中山 七里 KADOKAWA

63 はじめての相続+遺品整理 明石 久美 水王舎

64 ライフ 小野寺 史宜 ポプラ社

65 ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤 旬子 文藝春秋

66
むかしむかしあるところに、死体がありま
した。

青柳 碧人 双葉社

67 海耕記 福田 忠弘 筑波書房

資料名 著者名 出版者

68 夏とおとうとと ふくだ いわお 光村教育図書

69 みんなのおねがい すとう あさえ ほるぷ出版

所蔵館：大口図書館 資料区分：児童



70 ごみについて調べよう　2 岡山 朋子 あかね書房

71 超吉ガール　3 遠藤 まり KADOKAWA

72 もりのともだち、ひみつのともだち 原 京子 ポプラ社

73 オニのサラリーマン じごくの盆やすみ 富安 陽子 福音館書店

74 おはよう 新井 洋行 童心社

75 字のないはがき 向田 邦子 小学館

76 アイデアいっぱい!自由研究大ひゃっか 成美堂出版編集部 成美堂出版

77 はなげおやじ 長田 真 高陵社書店

78
スイスイ!ラクラク!!読書感想文　小学1・2
学年

成美堂出版編集部 成美堂出版

79 ようかいむらのびっくりゆうえんち たかい よしかず 国土社

80 季節の言葉　[1] 青山 由紀 金の星社

81 季節の言葉　[2] 青山 由紀 金の星社

82 わたしが障害者じゃなくなる日 海老原 宏美 旬報社

83 すきっていわなきゃだめ? 辻村 深月 岩崎書店

84 ごみについて調べよう　3 岡山 朋子 あかね書房

85 ごみについて調べよう　1 岡山 朋子 あかね書房

86 ドッグトレーナーになりたいきみへ 鈴木 博房 岩崎書店

87 ようかいむらのじごくえんそく たかい よしかず 国土社

88 みず
日本地下水学会市民コ
ミュニケーション委員会

パイインターナショナル

89 「孫たちは帰らない」けれど 豊田 直巳 農山漁村文化協会

90 よろしくパンダ広告社 間部 香代 学研プラス

91 自由への道 池田 まき子 学研プラス

92
スイスイ!ラクラク!!読書感想文　小学5・6
学生

成美堂出版編集部 成美堂出版

93
写真でみる太平洋戦争とくらし・道具事典
人びとのくらし・道具

昭和館学芸部 金の星社

94
スイスイ!ラクラク!!読書感想文　小学3・4
学生

成美堂出版編集部 成美堂出版



95 アレルギーのサバイバル　2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

96 火山はめざめる はぎわら ふぐ 福音館書店

97 そうめんソータロー 岡田 よしたか ポプラ社

98 もしもだるまにであったら 山田 マチ あかね書房

99 そらにげろ 長田 真 岩崎書店

100 すきなひと 桜庭 一樹 岩崎書店

101 ほんとにぜったいあけちゃダメッ!!! アンディ　リー 永岡書店

102 なまえのないねこ 竹下 文子 小峰書店

103 ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

104 そらまめくんこんにちは なかや みわ 小学館

105 泣けるいきもの物語 今泉 忠明 学研プラス

106 ジュース 三木 卓 鈴木出版

107 超吉ガール　2 遠藤 まり KADOKAWA

108 だれの手がた・足がた? 有沢 重雄 偕成社

109 ファーブル先生の昆虫教室　3 奥本 大三郎 ポプラ社

110 火星のカレー 斉藤 洋 講談社

111 こぶたのタミーはじめてのえんそく かわの むつみ 国土社

112 ワンダ・ガアグ グリムのゆかいなおはなし グリム のら書店

113 「牛が消えた村」で種をまく 豊田 直巳 農山漁村文化協会

114 みんなまってるよ! 青山 ゆういち 少年写真新聞社

115 海の生きものつかまえたらどうする? 杉本 幹 偕成社

116 タコやん 富安 陽子 福音館書店

117 季節の言葉[4] 青山 由紀 金の星社

118 季節の言葉[3] 青山 由紀 金の星社

119 ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ 正一 くもん出版



120 あららのはたけ 村中 李衣 偕成社

121 ぼくがいちばんききたいことは アヴィ ほるぷ出版

122 よくわかる情報通信 高作 義明 PHP研究所

123 超吉ガール　5 遠藤 まり KADOKAWA

124 超吉ガール　4 遠藤 まり KADOKAWA

125 作家になりたい!　4 小林 深雪 講談社

126 作家になりたい!　5 小林 深雪 講談社

127 超吉ガール　1 遠藤 まり KADOKAWA

128 天使のにもつ いとう みく 童心社

129
写真でみる太平洋戦争とくらし・道具事典
戦争の記録

宮部 精一 金の星社

130 こまった虫歯 長田 真作 高陵社書店

131 最後のドラゴン ガレット　ワイヤー あすなろ書房

132
大人になってこまらないマンガで身につく
正しい姿勢で元気な体

野井 真吾 金の星社

133 ドラゴンのお医者さん パトリシア　バルデス 岩崎書店

134 「負けてられねぇ」と今日も畑に 豊田 直巳 農山漁村文化協会

135 月の光を飲んだ少女 ケリー　バーンヒル 評論社

136 職員室の日曜日 村上 しいこ 講談社

137 へんしんバス あきやま ただし 金の星社

資料名 出版者

138 趣味の園芸 2019年7月号 日本放送出版協会

139 婦人公論 2019年6/25号 中央公論社

140 どうぎゃん 2019年6月号 どうぎゃん編集部

141 オ‐ル讀物 2019年7月号 文藝春秋

142 婦人公論 2019年7/9号 中央公論社

所蔵館：大口図書館 資料区分：雑誌



143 きょうの料理 2019年7月号 日本放送出版協会

144 かぞくのじかん  夏  Vol.48 婦人之友社

145 現代農業 2019年7月号 農山漁村文化協会

146 オ‐ル讀物 2019年6月号 文藝春秋

147 ゴルフダイジェスト 2019年7月号 ゴルフダイジェスト社

148 ＭＯＲＥ 2019年7月号 集英社

149 婦人公論 2019年6/11号 中央公論社

150 壮快 2019年8月号 マキノ

151 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年6/27号 文藝春秋

152 ひよこクラブ 2019年7月号 ベネッセコーポレーション

153 Ｎｕｍｂｅｒ 2019年6/13号 文藝春秋

154 ゴルフダイジェスト 2019年8月号 ゴルフダイジェスト社

155 ＥＳＳＥ 2019年7月号 （株）扶桑社


