
資料名 著者名 出版者

1 87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良 美智子 すばる舎

2 Anna's Cookbook 結城 アンナ 主婦と生活社

3 CAR CAMPING 山と溪谷社

4 アルツ村 南 杏子 講談社

5
エコクラフトで作る

レーシー編みのかごバッグと雑貨
朝野 由美子 ブティック社

6 おしゃべりな部屋 川村 元気 中央公論新社

7 カムカムマリコ 林 真理子 文藝春秋

8 さよならに反する現象 乙一 KADOKAWA

9 しあわせの小径 葉 祥明 日本標準

10 シェア 真梨 幸子 光文社

11 ショートケーキ。 坂木 司 文藝春秋

12 スタッフロール 深緑 野分 文藝春秋

13 センス・オブ・何だあ? 三宮 麻由子 福音館書店

14 タダキ君、勉強してる? 伊集院 静 集英社

15 ちいさな世界 せな けいこ ポプラ社

16 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子 KADOKAWA

17 ついでにジェントルメン 柚木 麻子 文藝春秋

18 つくりおき&つくりわけ幼児食 黄川田 としえ 朝日新聞出版

19 ディズニー折り紙50 いしばし なおこ ブティック社

20 にゃんこ四字熟語辞典 西川 清史 飛鳥新社

21 はじめての自然養蜂 岩波 金太郎 農山漁村文化協会

22 パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち 朝日新聞出版

23
ぶっちゃけ、

誰が国を動かしているのか教えてください
西田 亮介 日本実業出版社

24 プリズン・サークル 坂上 香 岩波書店

４月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：一般



25 ふんわりもっちり米粉のパンとお菓子 石澤 清美 学研プラス

26 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子 新潮社

27 まろやかな炎 長田 真作 303 BOOKS

28 みやぎから、 佐藤 健 NHK出版

29
もう無理、と思ったらやってみて

モヤモヤ・クヨクヨを手放す科学的に証明された方法 堀田 秀吾 小学館

30 やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹 ナツメ社

31 やめるな外科医 中山 祐次郎 幻冬舎

32 わたしの1ケ月1000円ごほうび おづ まりこ KADOKAWA

33 遺す言葉 瀬戸内 寂聴 祥伝社

34 引力の欠落 上田 岳弘 KADOKAWA

35 泣き虫先生 ねじめ 正一 新日本出版社

36 刑事弁護人 薬丸 岳 新潮社

37 月の王 馳 星周 KADOKAWA

38 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 宝島社

39 最新医療事務のすべてがわかる本　2022 青地 記代子 日本文芸社

40 菜の花の道 藤原 緋沙子 KADOKAWA

41 仕込み5分の漬けとく献立 市瀬 悦子 オレンジページ

42
紙バンドで作る「結び編み」大集合

かごバッグと雑貨
ブティック社

43 紙鑑定士の事件ファイル　２ 歌田 年 宝島社

44 時計屋探偵の冒険 大山 誠一郎 実業之日本社

45 朱色の化身 塩田 武士 講談社

46 曙の獅子　１ 桐野 作人 南方新社

47 曙の獅子　２ 桐野 作人 南方新社

48 心心 石田 衣良 KADOKAWA

49 図解わかる倒産のすべて 増田 智彦 新星出版社

50 世界が青くなったら 武田 綾乃 文藝春秋



51 生皮 井上 荒野 朝日新聞出版

52 折れない言葉 五木 寛之 毎日新聞出版

53 大人の流儀　11 伊集院 静 講談社

54 脱北航路 月村 了衛 幻冬舎

55 短歌の時間 東 直子 春陽堂書店

56 地図とデータで見る健康の世界ハンドブック ジェラール　サレム 原書房

57 二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ 祥伝社

58 猫だらけのまちがい探し 渡邉 修 ブティック社

59 八月の母 早見 和真 KADOKAWA

60 彼女が知らない隣人たち あさの あつこ KADOKAWA

61 保育のトリセツ 黒川 伊保子 メイト

62 稔と仔犬 青いお城 遠藤 周作 河出書房新社

63 無明 今野 敏 幻冬舎

64 油絵は謎をささやく 翔田 寛 KADOKAWA

65 羊毛フェルトの比重 高森 美由紀 産業編集センター

資料名 著者名 出版者

66 18枚のポートレイト 柏葉 幸子 理論社

67 3かいなかしたろか くすのき しげのり 東洋館出版社

68 3つのねがいと1つのおねがい きしら まゆこ 教育画劇

69 あかちゃんがうまれるまで 遠見 才希子 童心社

70 あかちゃんがきた! サトシン アリス館

71 あっちもこっちもこの世はもれなく いとう みく PHP研究所

72 エネルギーって何だろう? 小池 康郎 PHP研究所

73
えんどうまめばあさんとそらまめじいさんの

いそがしい毎日
松岡 享子 福音館書店

74 おしりダンディ ザ・ヤング トロル 集英社

４月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：児童



75 おにしずく 畑中 弘子 てらいんく

76
かしこい脳が育つ!1話5分おんどく伝記

1年生
加藤 俊徳 世界文化ブックス

77
かしこい脳が育つ!1話5分おんどく伝記

2年生
加藤 俊徳 世界文化ブックス

78
かしこい脳が育つ!1話5分おんどく伝記

3年生
加藤 俊徳 世界文化ブックス

79 かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ シンスケ 白泉社

80 きつねとぶどう イソップ あかね書房

81 スサノオとオオナムチ 飯野 和好 パイインターナショナル

82 たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや みわ 学研教育みらい

83 ちびまる子ちゃんの友だちづき合い さくら ももこ 集英社

84 つらいときこそ笑顔で 大野 益弘 あかね書房

85 ともだち くすのき しげのり 小学館

86 ドリトル先生航海記 ヒュー　ロフティング 竹書房

87 トントンとリッキのかいぞくせん やえがし なおこ 講談社

88 ないしょないしょのももんちゃん とよた かずひこ 童心社

89 なまけていません。 大塚 健太 パイインターナショナル

90 パンダのんびりたいそう いりやま さとし 講談社

91 ふたごパンダのこころコロコロ 西島 三重子 中央公論新社

92 フルーツふれんずイガグリくん 村上 しいこ あかね書房

93 へそもち 渡辺 茂男 福音館書店

94 まちのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

95 まって!まって! 近藤 瞳 ポプラ社

96 まねっこぴたっ!どうぶつ まつした さゆり ほるぷ出版

97
みんなで図書館活動この本、おすすめします!

２
『この本、おすすめします!』

編集委員会
汐文社

98
みんなで図書館活動この本、おすすめします!

３
『この本、おすすめします!』

編集委員会
汐文社

99 モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉 幸子 小峰書店

100 ゆきちゃんは、ぼくのともだち! 武田 美穂 童心社



101 よるのびょういん 谷川 俊太郎 福音館書店

102 阿波根昌鴻 堀切 リエ あかね書房

103 学校のおばけずかん ハイ! 斉藤 洋 講談社

104 香君　上 上橋 菜穂子 文藝春秋

105 香君　下 上橋 菜穂子 文藝春秋

106 自動販売機・ふくびきをつくろう いしかわ まりこ 汐文社

107 自分を信じて 大野 益弘 あかね書房

108 信頼が生む力 大野 益弘 あかね書房

109 新美南吉 谷 悦子文 あかね書房

110 神社のえほん 羽尻 利門 あすなろ書房

111 都会のトム&ソーヤ　19 はやみね かおる 講談社

112 病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子 講談社

113 浮遊館　１ たかはし みか 学研プラス

114 北条義時 山本 みなみ 講談社

115 北条政子 加来 耕三 ポプラ社

資料名 出版者

116 ＥＳＳＥ 2022年5月号 扶桑社

117 ＭＯＲＥ 2022年5月号 集英社

118 Ｎｕｍｂｅｒ 2022年5月6日号 文藝春秋

119 Ｎｕｍｂｅｒ 2022年4月14日号 文藝春秋

120 オール讀物 2022年5月号 文藝春秋

121 きょうの料理 2022年5月号 日本放送出版協会

122 どうぎゃん 2022年5月号 どうぎゃん編集部

123 どうぎゃん 2022年4月号 どうぎゃん編集部

124 現代農業 2022年5月号 農山漁村文化協会

４月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：雑誌



125 後期のひよこクラブ 2022年春夏号 ベネッセコーポレーション

126 趣味の園芸 2022年5月号 日本放送出版協会

127 壮快 2022年6月号 マキノ

128 婦人公論 2022年5月号 中央公論社


