
資料名 著者名 出版者

1 15構文を覚えるだけ!カンタン中国語 陳 淑梅 朝日出版社

2 60歳すぎたらやめて幸せになれる100のこと 宝島社

3
DV・性暴力被害者を支えるための

はじめてのSNS相談
社会的包摂サポートセンター 明石書店

4 SPY×FAMILY家族の肖像 遠藤 達哉 集英社

5 ULTIMATE EDITION 阿部 和重 河出書房新社

6 あこがれ 瀬戸内 寂聴 新潮社

7
いちからわかる!確定申告トクする書き方ガイド

令和5年3月15日締切分
西原 憲一 インプレス

8 いのちの物語水俣 桑原 史成 くんぷる

9 おもみいたします あさの あつこ 徳間書店

10 カサンドラのティータイム 櫻木 みわ 朝日新聞出版

11 かんたん、かわいい!パネルシアター ナツメ社

12 ギネス世界記録 2023 クレイグ　グレンディ 角川アスキー総合研究所

13 キムチ韓国語超入門 山崎 玲美奈 朝日出版社

14 この父ありて 梯 久美子 文藝春秋

15 これで差がつく!本格そば打ち上達のコツ50 手打ち蕎麦研究会 メイツユニバーサルコンテンツ

16 さっちゃんは、なぜ死んだのか? 真梨 幸子 講談社

17 さつまいものお菓子 若山 曜子 家の光協会

18 サブスクの子と呼ばれて 山田 悠介 河出書房新社

19 すごい採用 大谷 昌継 技術評論社

20 タクジョ! 小野寺 史宜 実業之日本社

21
たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典

'2023～2024年版
たまごクラブ ベネッセコーポレーション

22 とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子 NHK出版

23 なんとかしなくちゃ。 青雲編 恩田 陸 文藝春秋

24 ネズミのおしえ 篠原 かをり 徳間書店

11月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：一般



25 ひどい民話を語る会 京極 夏彦 KADOKAWA

26 プリテンド・ファーザー 白岩 玄 集英社

27 プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本 橋本 将功 翔泳社

28 めでる張り子 アトリエおはよう 文化学園文化出版局

29 モノガタリは終わらない モノガタリプロジェクト 集英社

30 ゆれる階 村松 友視 河出書房新社

31 るるぶ東京 '23 JTBパブリッシング

32 闇の聖域 佐々木 譲 KADOKAWA

33 過怠 谷村 志穂 光文社

34 鎌倉残影 朝井 まかて KADOKAWA

35 観光経済学 山内 弘隆 有斐閣

36 幾千年の声を聞く 青羽 悠 中央公論新社

37 機械仕掛けの太陽 知念 実希人 文藝春秋

38 京都四条月岡サヨの板前茶屋 柏井 壽 講談社

39 君といた日の続き 辻堂 ゆめ 新潮社

40 月の立つ林で 青山 美智子 ポプラ社

41 原価計算の基本 林 總 日本実業出版社

42 現代用語の基礎知識 '2023 自由国民社 自由国民社

43 語られた歴史島津久光 安川 周作 南方新社

44 光のとこにいてね 一穂 ミチ 文藝春秋

45 今夜、ぬか漬けスナックで 古矢永 塔子 小学館

46
最新GIS<地理情報システム>の
ビジネス活用がよ～くわかる本

ESRIジャパン株式会社 秀和システム

47 仕事は職場が9割 沢渡 あまね 扶桑社

48 私たちが図書館について知っている二、三の事柄 中村 文孝 論創社

49 弱い力でも使いやすい頼もしい文具たち 波子 小学館クリエイティブ

50 十三夜の焰 月村 了衛 集英社



51 春いちばん 玉岡 かおる 家の光協会

52 女の敵には向かない職業 水生 大海 光文社

53 小さき王たち 第3部 堂場 瞬一 早川書房

54 情報パンデミック 読売新聞大阪本社社会部 中央公論新社

55 吹上奇譚 第4話 吉本 ばなな 幻冬舎

56 清浄島 河崎 秋子 双葉社

57 青木きららのちょっとした冒険 藤野 可織 講談社

58 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人 双葉社

59 絶筆 石原 慎太郎 文藝春秋

60 専門医がやさしく教えるリウマチの治し方 佐藤 理仁 法研

61 川のほとりに立つ者は 寺地 はるな 双葉社

62 村八分 礫川 全次 河出書房新社

63 地図で見るヨーロッパハンドブック フランク　テタール 原書房

64 特殊清掃人 中山 七里 朝日新聞出版

65 任務 松本 清張 中央公論新社

66
年金生活者・定年退職者のための確定申告

令和5年3月15日締切分
山本 宏 技術評論社

67 馬上の星 宮城谷 昌光 中央公論新社

68 疲れた人に夜食を届ける出前店 中山 有香里 KADOKAWA

69 無人島のふたり 山本 文緒 新潮社

70 乱れる海よ 小手鞠 るい 平凡社

71 歴史をこじらせた女たち 篠 綾子 文藝春秋

72 憐憫 島本 理生 朝日新聞出版

73 老害の人 内館 牧子 講談社

74 老人ホテル 原田 ひ香 光文社

75 栞と噓の季節 米澤 穂信 集英社

76 梵字のきほん 橋本 秀範 メイツユニバーサルコンテンツ



資料名 著者名 出版者

77 クリスマスのおとしもの えがしら みちこ 講談社

78 あきのおわりのてんこうせい
ジャン‐リュック
アングルベール

イマジネイション・プラス

79 あくたれラルフのクリスマスプレゼント ジャック　ガントス 出版ワークス

80 いちごサンタ 大塚 健太 白泉社

81 うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠 るい 講談社

82 うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい 講談社

83 クイズ研究会チームスリー まはら 三桃 金の星社

84 ぐうたら魔女ホーライ来る! 柏葉 幸子 理論社

85 コールテンくんのポケット ドン　フリーマン 好学社

86 こぎつねのとくべつなクリスマス ポリー　フェイバー 岩崎書店

87 ごちゃまぜカメレオン エリック　カール 偕成社

88 スタジオジブリのヒロインがいっぱい スタジオジブリ 徳間書店

89 スノーマン マイケル　モーパーゴ 評論社

90 そうだったのか!国の名前由来ずかん 西村 まさゆき ほるぷ出版

91 だれもしらない小さな家 エリナー　クライマー 岩波書店

92 にだんべっど 斉藤 倫 あかね書房

93 ねずみくんだーれだ? なかえ よしを ポプラ社

94 ノラネコぐんだんうみのたび 工藤 ノリコ 白泉社

95 ボッチャの大きなりんごの木 滝川 英治 朝日新聞出版

96 みち 三浦 太郎 あすなろ書房

97 やまだめいたちのえにっき 山田 美津子 理論社

98 ゆきのげきじょう 荒井 良二 小学館

99 よるのあいだに… ポリー　フェイバー BL出版

100 わたしたちの歌をうたって 堀 直子 文研出版

11月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：児童



101 屋根のうえのバトンリレー 横塚 眞己人 ほるぷ出版

102 家守神 '3 おおぎやなぎ ちか フレーベル館

103 絵本で知ろう二十四節気 夏 ふじもと みさと 文研出版

104 絵本で知ろう二十四節気 秋 ふじもと みさと 文研出版

105 絵本で知ろう二十四節気 冬 ふじもと みさと 文研出版

106 校内放送、ネタまつり! 1 さらだ たまこ 教育画劇

107 校内放送、ネタまつり! ２ さらだ たまこ 教育画劇

108 校内放送、ネタまつり! ３ さらだ たまこ 教育画劇

109 障害とバリアフリー 障害と本の研究会 かもがわ出版

110 星空としょかんのジュリエット 小手鞠 るい 小峰書店

111 千に染める古の色 久保田 香里 アリス館

112 屠畜のお仕事 栃木 裕 解放出版社

113 保護ねこ活動ねこかつ! 高橋 うらら 岩崎書店

114 奉還町ラプソディ 村中 李衣 BL出版

115 未来の食べもの大研究 石川 伸一 PHP研究所

116 名探偵ポアロ ポアロのクリスマス アガサ　クリスティー 早川書房

資料名 出版者

117 ＥＳＳＥ 2022年12月号 扶桑社

118 ＭＯＲＥ 2022年12月号 集英社

119 Ｎｕｍｂｅｒ 2022年12月1日号 文藝春秋

120 きょうの料理 2022年12月号 日本放送出版協会

121 スラムダンクジャンプ 集英社

122 スラムダンクジャンプ 集英社

123 現代農業 2022年12月号 農山漁村文化協会

124 後期のひよこクラブ 2023年冬号 ベネッセコーポレーション

11月　所蔵館 ：大口図書館　資料区分 ：雑誌



125 趣味の園芸 2022年12月号 日本放送出版協会

126 壮快 2023年1月号 マキノ

127 婦人公論 2022年12月号 中央公論社


