
2019年度　ベストリーダー　一般書・児童書　１０位まで

０類　総記(パソコンなど)

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 あなたもいままでの10倍速く本が読める ポール　R.シーリィ∥著 フォレスト出版 2001.9

1 1日集中!速読力トレーニング 今村 洋一∥著 アスカ・エフ・プロダクツ2008.12

2 写真の色補正・加工に強くなる 上原 ゼンジ∥著 技術評論社 2011.12

3 Excel関数逆引き!ビジネス大全250の技 E Trainer.jp∥著 秀和システム 2011.11

3 やさしいC 高橋 麻奈∥著 ソフトバンククリエイティブ2012.9

3 猫でもわかるWindowsプログラミング 粂井 康孝∥著 ソフトバンクパブリッシング2004.10

3 わかる関数&マクロExcel 大井 しょうこ∥執筆 学研パブリッシング2013.10

3 できるExcel 2013 小舘 由典∥著 インプレス 2015.8

3 速効!図解Word 2013 東 弘子∥著 マイナビ 2013.2

3 猫でもわかるC#プログラミング 粂井 康孝∥著 SBクリエイティブ 2016.3

4 はじめてのＷｉｎｄｏｗｓ１０　基本編 戸内　順一／著 秀和システム 2015

5 映像系Photoshop ワークスコーポレーション別冊　書籍編集部∥編ワークスコーポレーション2009.5

5 ドーナツを穴だけ残して食べる方法 大阪大学ショセキカプロジェクト∥編大阪大学出版会2014.2

6 メモの魔力 前田 裕二∥著 幻冬舎 2018.12

7 2時間で気ままにつくる雑貨屋さんの製本教室 西川 順子∥著 雷鳥社 2010.10

8 できるExcel 2019 小舘 由典∥著 インプレス 2019.1

9 Windows 10困った!&便利技213 広野 忠敏∥著 インプレス 2016.10

9 速効!図解Excel 2016 木村 幸子∥著 マイナビ出版 2016.1

9 完全活用Windows 10 リブロワークス∥編著 ソシム 2016.8

10 東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやっているシンプルな勉強法河野 玄斗∥著 KADOKAWA 2018.8

10 はじめて手でつくる本 ヨンネ∥著 エクスナレッジ 2015.12

10 メルカリ&LINE&Instagram & Facebook & Twitter基本+活用ワザ 田口 和裕∥著 インプレス 2019.3

１類 宗教・心理

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 嫌われる勇気 岸見 一郎∥著 ダイヤモンド社 2013.12

2 こうして、思考は現実になる [1] パム　グラウト∥著 サンマーク出版 2014.4

3 自分を好きになりたい。 わたなべ ぽん∥著 幻冬舎 2018.10

4 まんがでわかる7つの習慣Plus 小山 鹿梨子∥まんが 宝島社 2016.1

4 お金の整理学 外山 滋比古∥著 小学館 2018.12

5 「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法 大嶋 信頼∥著 PHP研究所 2018.6

5 70歳のたしなみ 坂東 眞理子∥著 小学館 2019.4

5 まんがでわかる頭に来てもアホとは戦うな! 田村 耕太郎∥著 朝日新聞出版 2019.3

6 ありがとうの奇跡 小林 正観∥著 ダイヤモンド社 2016.11

6 女性の品格 坂東 眞理子∥著 PHP研究所 2006.10



6 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢 紫苑∥著 サンクチュアリ出版2018.8

7 自分を捨てる仕事術 石井 朋彦∥著 WAVE出版 2016.8

8 毎日が楽しい人の小さな習慣 『PHP』編集部∥編 PHP研究所 2019.1

8 もうちょっと「楽」に生きてみないか 和田 秀樹∥著 新講社 2018.12

8 まんがでわかる7つの習慣 [1] 小山 鹿梨子∥まんが 宝島社 2013.10

8 自分を変える習慣力 三浦 将∥[著] クロスメディア・パブリッシング2015.12

8 子育てママがほっとする魔法の言葉 西沢 泰生∥著 秀和システム 2019.2

8 子どもの敏感さに困ったら読む本 長沼 睦雄∥著 誠文堂新光社 2017.6

9 気づく力 木村 藤子∥著 主婦と生活社 2013.6

9 孤独に強くなる9つの習慣 植西 聰∥著 ワニ・プラス 2019.2

9 人生の軌道修正 和田 秀樹∥著 新潮社 2009.4

9 手抜き力 齋藤 孝∥著 ベストセラーズ 2014.6

9 仕事も毎日も整う!働く女子の時間のルール 日経WOMAN編集部∥編 日経BP社 2019.2

9 齋藤孝が読むカーネギー『人を動かす』 齋藤 孝∥著 創元社 2019.3

9 ロシアの神話 エリザベス　ワーナー∥著 丸善 2004.2

9 続かない女のための続ける技術 剣持　まよ／著者 サンクチュアリ・パブリッシング200911

9 自分を操る超集中力 DaiGo∥著 かんき出版 2016.5

10 白洲次郎に学ぶビジネスの教科書 青木 高夫∥著 講談社 2015.6

10 御朱印でめぐる九州の神社 『地球の歩き方』編集室∥著 ダイヤモンド・ビッグ社2019.5

２類 歴史・地理

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 るるぶ九州 '20 JTBパブリッシング2019.2

2 ヒトラーの秘密警察 ルパート　バトラー∥著 原書房 2006.3

2 ヒトラーの親衛隊 グイド　クノップ∥著 原書房 2003.9

2 総統国家　ナチスの支配　一九三三－一九四五年 ノルベルト・フライ 岩波書店 199404

2 ヒムラーとヒトラー 谷 喬夫∥著 講談社 2000.2

2 ナチス第三帝国事典 ジェームズ　テーラー∥著 三交社 1993.6

3 るるぶ九州ベスト '20 JTBパブリッシング2019.8

4 大分・別府 由布院 '19 昭文社 2018.12

5 るるぶ大阪ベスト '20 JTBパブリッシング2019.2

5 るるぶドライブ九州ベストコース '19 JTBパブリッシング2018.3

5 東京 '20 昭文社 2019.4

6 るるぶ福岡 '19 JTBパブリッシング2018.7

6 るるぶ京都 '20 JTBパブリッシング2019.2

6 九州 '20 昭文社 2019.2

6 るるぶ大分別府 '20 JTBパブリッシング2019.2

6 九州ベストプラン [2018] 昭文社 2018.8

6 知れば知るほど面白い朝鮮王朝の歴史と人物 康 煕奉∥著 実業之日本社 2011.7



6 山口・萩・下関 '19 昭文社 2019.1

6 ドライブ中国・四国ベスト '19 昭文社 2018.3

6 るるぶこどもとあそぼ!九州 '20 JTBパブリッシング2019.4

6 台湾72時間 JTBパブリッシング2019.1

7 るるぶ沖縄 '20 JTBパブリッシング2019.1

8 るるぶ東京横浜 '19 JTBパブリッシング2018.4

8 るるぶ四国 '20 JTBパブリッシング2019.5

8 京都 '20 昭文社 2019.2

8 白洲次郎と白洲正子 牧山 桂子∥著 新潮社 2008.9

8 るるぶドライブ九州ベストコース '20 JTBパブリッシング2019.3

8 るるぶ大阪 '20 JTBパブリッシング2019.7

8 るるぶ山口萩下関 '20 JTBパブリッシング2019.2

8 るるぶ宮崎高千穂 '20 JTBパブリッシング2019.1

8 日本書紀 上 宇治谷 孟∥[訳] 講談社 1988.6

8 大阪 '20 昭文社 2019.7

9 熊本・阿蘇 '20 昭文社 2019.5

9 宮崎 高千穂 '19 昭文社 2018.12

9 日本国紀 百田 尚樹∥著 幻冬舎 2018.11

9 サピエンス全史 上 ユヴァル　ノア　ハラリ∥著 河出書房新社 2016.9

9 福岡 博多・天神 '20 昭文社 2019.6

9 世界史とつなげて学ぶ中国全史 岡本 隆司∥著 東洋経済新報社2019.7

9 るるぶ東京観光 '20 JTBパブリッシング2019.7

9 るるぶ岡山倉敷蒜山 '19 JTBパブリッシング2018.12

9 大阪ベストスポット [2019] 昭文社 2019.1

9 るるぶドライブ中国四国ベストコース '19 JTBパブリッシング2018.4

9 るるぶ九州ベスト '19 JTBパブリッシング2018.8

9 由布院・阿蘇 [2018] 昭文社 2018.7

9 るるぶ韓国 '20 JTBパブリッシング2019.4

9 鹿児島 '19 昭文社 2019.1

10 四国 '20 昭文社 2019.4

10 京都・大阪・神戸 '18 昭文社 2017.12

10 るるぶ長崎 '20 JTBパブリッシング2019.6

10 ヒトラーのニュルンベルク 芝 健介∥著 吉川弘文館 2000.4

10 るるぶタイ バンコク・アユタヤ '20 JTBパブリッシング2019.2

10 るるぶ福岡 '20 JTBパブリッシング2019.7

10 福岡 博多・天神 '19 昭文社 2018.7

10 日帰り温泉 [2019] 昭文社 2019.7

３類 社会・民俗



順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 入門地方自治法 松本 英昭∥著 学陽書房 2003.8

2 新社会人必携!!1冊でわかる仕事のパソコン術 中山 真敬∥著 技術評論社 2013.9

3 ナチ・エリート 山口 定∥著 中央公論社 1979

3 ナチ独裁下の子どもたち 原田 一美∥著 講談社 1999.6

4 ナチス親衛隊SS軍装ハンドブック ロビン　ラムスデン∥著 原書房 1997.6

5 民法の全条文 三省堂編修所∥編 三省堂 2017.7

6 いまの科学で「絶対にいい!」と断言できる最高の子育てベスト55 トレーシー　カチロー∥著 ダイヤモンド社 2016.11

6 男の子の一生を決める0歳から6歳までの育て方 竹内 エリカ∥著 KADOKAWA 2012.4

7 男の子の本当に響く叱り方ほめ方 小崎 恭弘∥著 すばる舎 2014.10

8 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ∥著 新潮社 2019.6

8 不動産登記を見る・読むならこの1冊 近藤 誠∥著 自由国民社 2012.8

9 マンガでわかる男の子の一生を決める0歳から6歳までの育て方 竹内 エリカ∥著 KADOKAWA 2018.1

9 マンガでわかるおうちのルール 横山 浩之∥著 小学館 2017.4

10 妻のトリセツ 黒川 伊保子∥編著 講談社 2018.10

10 ADHDの子の育て方のコツがわかる本 本田 秀夫∥監修 講談社 2017.9

10 9月1日 樹木 希林∥著 ポプラ社 2019.8

10 男の子の学力の伸ばし方 富永 雄輔∥著 ダイヤモンド社 2018.12

４　自然科学・医学

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 すみっコぐらしの四季めぐり サンエックス∥監修 リベラル社 2019.4

2 アウトドアお天気ハンドブック 二宮 洸三∥共著 池田書店 1996.9

3 ファーマナビゲーター爪白癬治療薬編 常深祐一郎/ 宮地良樹 メディカルレビュー社201602

4 東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください! 西成 活裕∥著 かんき出版 2019.1

5 成功する子は食べ物が9割 細川 モモ∥監修 主婦の友社 2017.12

6 世界でもっとも美しい10の数学パズル マーセル　ダネージ∥著 青土社 2006.3

7 ホモ・デウス 下 ユヴァル　ノア　ハラリ∥著 河出書房新社 2018.9

8 お天気キャスター森田さんの天気予報がおもしろくなる108の話 森田 正光∥著 PHP研究所 1997.5

9 疲れない体をつくる免疫力 安保 徹∥著 三笠書房 2010.9

9 ホモ・デウス 上 ユヴァル　ノア　ハラリ∥著 河出書房新社 2018.9

9 こうすれば病気は治る 安保 徹∥著 新潮社 2003.11

10 食べててよかった!子どもの身長がぐんぐん伸び～る133のレシピ 中野 康伸∥監修 主婦の友インフォス2019.3

10 まるごと図解心電図の見かた 山内 豊明∥著 照林社 2019.6

５類　工学・家政学

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 土木図解事典 土木図解事典編集委員会∥編著彰国社 1999.8

1 ダムと堤防 竹林 征三∥著 鹿島出版会 2011.9



2 プロのためのわかりやすい和菓子 仲 實∥著 柴田書店 2006.7

3 収納のおさよさんが教えるキレイが続く片づけ おさよさん∥著 セブン&アイ出版 2018.12

3 ラクしてキレイが続く!お掃除のツボ 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 2013.11

4 クックパッドのおいしい厳選!お肉レシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社 2014.8

4 少ない物で「家族みんな」がすっきり暮らす やまぐち せいこ∥著 ワニブックス 2019.2

5 やめてみた。 わたなべ ぽん∥著 幻冬舎 2016.7

5 工夫を楽しむ10人のゆとりを生み出す暮らしの回し方 メディアソフト書籍部∥編 メディアソフト 2017.9

5 シンプル収納のルール&アイデア 学研プラス 2018.11

5 もの選びで暮らしはぐんとラクになる yukiko∥著 KADOKAWA 2018.11

5 人生がときめく片づけの魔法 [1] 近藤 麻理恵∥著 サンマーク出版 2011.1

5 かわいい組ひもの教科書 多田 牧子∥監修 誠文堂新光社 2014.4

5 少ない物ですっきり暮らす やまぐち せいこ∥著 ワニブックス 2016.2

6 らくらくフリージング離乳食 上田 玲子∥監修 学研プラス 2018.9

6 ダメな自分を認めたら部屋がキレイになりました わたなべ ぽん∥著 KADOKAWA 2015.2

6 クックパッドのおいしい厳選!おつまみレシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社 2017.9

6 電動ドリルの職人技 高橋 甫∥著 技術評論社 2015.6

6 設計者主婦が教える片づく収納アイデア 伊藤 茉莉子∥著 エクスナレッジ 2019.1

7 失敗なしのチーズケーキ 石澤 清美∥著 主婦の友社 2018.12

7 作りおきサラダ 主婦の友社∥編 主婦の友社 2013.8

7 クックパッドのスーパー節約レシピ クックパッド株式会社∥監修 マガジンハウス 2015.10

7 クックパッドのおいしい厳選!作りおきレシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社 2015.6

7 すみっコぐらしのハンドメイドBOOK 主婦と生活社 2015.2

7 らくらくあんしん育児 土屋 恵司∥監修 学研プラス 2017.3

8 毎日食べたい!作りおきのラクうま野菜おかず350 平岡 淳子∥著 ナツメ社 2017.11

8 特別な日の子供服 雄鶏社 2004.1

8 おひとりさまのゆたかな年収200万生活 2 おづ まりこ∥著 KADOKAWA 2019.3

8 まるごと冷凍弁当 MAYA∥著 宝島社 2018.3

8 ステップアップ離乳食　最新版 小池　澄子 学研プラス 201604

8 殿堂入りレシピも大公開!クックパッドの大人気お菓子 扶桑社 2018.12

8 クックパッドのよりぬきおつまみ クックパッド株式会社∥監修 セブン&アイ出版 2019.1

8 お金と時間が貯まる暮らしのルール づん∥著 エクスナレッジ 2018.12

9 成功する収納デザイン エクスナレッジ 2018.12

9 ホットケーキミックスBOOK 主婦の友社∥編 主婦の友社 2010.1

9 家中スッキリ片づく!「つっぱり棒」の便利ワザ 竹内 香予子∥著 青春出版社 2019.1

9 毎日がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵∥著 サンマーク出版 2014.1

9 クックパッドのおいしい厳選!作りおき弁当 クックパッド株式会社∥監修 新星出版社 2017.3

9 すっきり暮らすために持たないもの、やめたこと 主婦の友社∥編 主婦の友社 2018.4

9 1日1捨 すずひ∥著 KADOKAWA 2019.1

9 心と住まいが整う「家事時間」 井田 典子∥著 マガジンハウス 2019.2



9 今すぐ使えるかんたんビデオ編集&DVD作り 一条 真人∥著 技術評論社 2011.9

9 気がつけば、ずっと無印良品でした。 梶ケ谷 陽子∥著 G.B. 2018.10

9 お菓子とケーキデコレーションの基本事典 杉本 都香咲∥監修 池田書店 2011.4

9 人気インスタグラマー14人の忙しくても暮らしがまわるみんなの『家事』アイデア365 扶桑社 2018.6

9 丁寧に暮らしている暇はないけれど。 一田 憲子∥著 SBクリエイティブ 2018.3

9 志麻さんの自宅レシピ タサン志麻∥著 講談社 2018.9

9 持たないていねいな暮らし マキ∥著 すばる舎 2015.10

9 速効!図解Word 2016 東 弘子∥著 マイナビ出版 2016.1

9 作りおき・使いまわしおかず365日 植野 美枝子∥著 講談社 2011.3

9 クックパッドのおいしい厳選!野菜レシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社 2014.6

9 太一×ケンタロウ男子ごはんの本 その4国分 太一∥著 M.Co. 2012.4

9 Ｔｈｅ基本２００ オレンジページ 200805

10 クックパッドのおいしい厳選!作りおきサラダ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社 2016.3

10 フェルトで作ろう!マスコット ブティック社 2015.12

10 だれもが成功!はじめてのマカロン 熊谷 裕子∥著 旭屋出版 2013.10

10 組み合わせ自由自在作りおきレンチンおかず353 食のスタジオ∥編 西東社 2018.12

10 必要なものがスグに!とり出せる整理術! 池田 暁子∥著 メディアファクトリー2008.6

10 1週間分まとめて作るフリージング&時短離乳食 中村 美穂∥著 池田書店 2017.10

10 新築戸建て買っちゃった!年収300万しあわせ生活 かのんこ∥著 KADOKAWA 2019.6

10 プロ5人のおうち収納テク 大木 聖美∥[ほか著] オーバーラップ 2016.11

10 どこにでもある素材でだれでもできるレシピを一冊にまとめた「作る気になる」本山本 ゆり∥著 扶桑社 2018.12

10 マンガで読む人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵∥著 サンマーク出版 2017.2

10 あした死んでもいい片づけ ごんおばちゃま∥著 興陽館 2015.11

10 「引き出し1つ」から始まる!人生を救う片づけ 井田 典子∥著 主婦と生活社 2018.2

10 働く台所 エクスナレッジ 2018.12

10 100円グッズでおしゃれ収納インテリア 宝島社 2018.12

10 香り高い焼き菓子大人のBAKE 荻田 尚子∥著 誠文堂新光社 2017.11

10 片付けたくなる部屋づくり [1] 本多 さおり∥著 ワニブックス 2012.12

10 LDK暮らしのお得技ベストセレクション 晋遊舎 2019.1

10 明日の私を助ける家事貯金 河内 智美∥著 KADOKAWA 2018.4

10 無印良品の片づけ・掃除・洗濯 エクスナレッジ 2018.4

６類　産業・交通

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 肥料を知る土を知る 農文協∥編 農山漁村文化協会2011.6

1 農薬・化学肥料に頼らないおいしい野菜づくりの裏ワザ 木嶋 利男∥著 家の光協会 2011.9

2 堆肥とことん活用読本 農文協∥編 農山漁村文化協会2010.2

2 野菜づくり大図鑑 藤田 智∥編著 講談社 2007.11

3 超図解野菜の仕立て方の裏ワザ 『やさい畑』菜園クラブ∥編 家の光協会 2018.3



3 有機・無農薬安心・安全！自然農薬で病害虫なしの野菜づくり 鈴木　昌子／著 学研パブリッシング201405

4 野菜づくり大事典 ブティック社 2017.5

4 達人が教える!農家直伝おいしい野菜づくり 加藤 正明∥監修 永岡書店 2019.2

4 <情報>帝国の興亡 玉木 俊明∥著 講談社 2016.8

5 農家が教える野菜の収穫・保存・料理 西東社編集部∥編 西東社 2016.5

5 DIYを生かした小さな庭づくり 有福 創∥監修 成美堂出版 2018.3

5 庭師の知恵袋 日本造園組合連合会∥編 講談社 2008.11

5 藤田智の野菜づくり大全 藤田　智／監修 ＮＨＫ出版 201204

5 カフェ 枻出版社 2017.5

5 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏技ガイド 2019USJのツボ∥監修 廣済堂出版 2019.3

6 果樹の上手な育て方大事典 小林 幹夫∥監修 成美堂出版 2016.4

6 売れないものを売る方法?そんなものがほんとにあるなら教えてください!川上 徹也∥著 SBクリエイティブ 2017.12

6 東京ディズニーランド完全ガイド 2019-2020講談社∥編 講談社 2019.4

6 子どもといく東京ディズニーランドナビガイド 2019-2020 講談社 2018.12

7 野菜がおいしく育つ肥料の与え方 学研プラス 2018.12

7 「秋田のターシャ」と呼ばれて 佐々木 利子∥著 主婦と生活社 2019.2

7 チェーンソーパーフェクトマニュアル 地球丸 2013.11

7 おいしい果樹の育て方 三輪 正幸∥著 池田書店 2014.3

7 マップで歩く東京ディズニーリゾート 2019 講談社 2018.11

8 憧れのファーストクラス ファーストクラス取材チーム∥著宝島社 2015.4

8 プラス月5万円で暮らしを楽にする超かんたんメルカリ 宇田川 まなみ∥著 翔泳社 2017.8

8 ねこのにくきゅう タカハシ ヒカル∥監修 宝島社 2012.11

8 図解だからわかりやすい野菜の育て方のコツ 主婦の友社∥編 主婦の友社 2017.4

8 必ず咲かせる花木67種の剪定 妻鹿 加年雄∥著 日本放送出版協会2008.9

8 子どもといく東京ディズニーシーナビガイド 2019-2020 講談社 2019.6

8 東京ディズニーシーおまかせガイド 2019-2020 講談社 2018.11

8 最新おいしい野菜１００種のじょうずな育て方 主婦の友社 201602

8 「よくある失敗」と「対策」がわかる野菜づくり 藤田 智∥著 日本文芸社 2005.4

8 猫が歳をとったと感じたら。 高梨 奈々∥著 誠文堂新光社 2015.8

8 オーガニックの美しい庭づくり 小竹 幸子∥著 成美堂出版 2015.3

8 無農薬で庭づくり ひきちガーデンサービス∥著 築地書館 2005.7

9 はじめての野菜づくり12か月 板木 利隆∥著 家の光協会 2018.4

9 ガーデンシェッド実例30 エフジー武蔵 2016.7

9 かんきつ類 三輪 正幸∥著 NHK出版 2017.10

9 起業家・フリーランスのための「ブログ・SNS集客」のキホン 今城 裕実∥著 同文舘出版 2018.9

9 無農薬野菜づくりの新鉄則 山下 一穂∥著 学研パブリッシング2012.3

9 人生を豊かにするスマホとの付き合い方 石川 結貴∥著 花伝社 2018.7

9 メルカリお得に楽しむ!活用ブック 桑名 由美∥著 技術評論社 2019.2

9 図解誰でもできる石積み入門 真田 純子∥著 農山漁村文化協会2018.12



9 タケ・ササ図鑑 内村 悦三∥著 創森社 2005.4

9 野菜作り「コツ」の科学 佐倉 朗夫∥著 講談社 2018.7

9 チコちゃんに叱られる NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班∥編小学館 2019.3

9 里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理 西東社編集部∥編 西東社 2019.6

10 切るナビ!庭木の剪定がわかる本 上条 祐一郎∥著 NHK出版 2012.8

10 トラクタ名人になる! 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会2016.10

10 写真でわかるはじめての野菜のつくり方 酒川 香∥監修 西東社 2015.3

10 育てて楽しむタケ・ササ手入れのコツ 内村 悦三∥著 創森社 2008.3

10 東京ディズニーランド&シー裏技ガイド 2019～20クロロ∥著 廣済堂出版 2019.5

10 東京ディズニーランドベストガイド 2019-2020 講談社 2019.9

10 すっきりわかる東京ディズニーランド&シー最強MAP&攻略ワザ 2019年版最強MAP&攻略ワザ調査隊∥著扶桑社 2019.3

10 家庭でできるおいしいブドウづくり12か月 大森 直樹∥著 家の光協会 2012.11

10 一年中美しい手間いらずの小さな庭づくり 天野 麻里絵∥著 家の光協会 2014.3

10 DMO入門 大社 充∥著 先端教育機構事業構想大学院大学出版部2018.11

10 なぜ起こる鉄道事故 山之内 秀一郎∥著 朝日新聞社 2005.7

10 家庭菜園でできる自然農法 学研プラス 2019.2

10 庭師が教える庭木の手入れ百科 采田 勲∥著 日本文芸社 2013.1

10 ポムポムプリン大百科 サンリオ∥キャラクター著 パルコエンタテインメント事業部2016.8

10 はじめてのバラと草花でつくる庭 河合 伸志∥監修 成美堂出版 2016.4

10 一年中センスよく美しい小さな庭づくり 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版 2018.4

７類　　芸術

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 一切なりゆき 樹木 希林∥著 文藝春秋 2018.12

2 大家さんと僕 矢部 太郎∥著 新潮社 2017.10

3 樹木希林120の遺言 樹木 希林∥著 宝島社 2019.2

4 しずくちゃん 20 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2013.3

4 しずくちゃん 12 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2009.2

5 しずくちゃん 19 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2012.10

5 光速の詰将棋 谷川 浩司∥著 日本将棋連盟 2008.2

5 しずくちゃん 10 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2008.2

6 すみっコぐらし よこみぞ ゆり∥絵と文 主婦と生活社 2016.7

7 しずくちゃん 23 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2014.10

8 しずくちゃん 32 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2019.2

8 しずくちゃん 13 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2009.8

9 腕のいいデザイン事務所で修行しないとふつうは身につかない知識と技と心得 エムディエヌコーポレーション2013

9 土を探る 季刊「炎芸術」編集部∥企画　編集阿部出版 2000.10

9 焼き物質問箱 和田 和也∥著 誠文堂新光社 2015.9

9 穴窯 古谷 道生∥著 理工学社 1994.5



9 すぐわかる茶の湯の名品茶碗 矢部 良明∥著 東京美術 2006.11

9 やきものづくり、100の失敗 『つくる陶磁郎』編集部∥編 双葉社 2008.1

9 「陶芸」の教科書 矢部 良明∥編 実業之日本社 2008.11

9 すみっコぐらし よこみぞ ゆり∥著 主婦と生活社 2014.4

9 樹木希林さんからの手紙 NHK『クローズアップ現代+』+『知るしん』制作班∥著主婦の友社 2019.4

10 しずくちゃん 22 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2014.3

８類 言語

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 図解社会人の基本敬語・話し方大全 岩下 宣子∥著 講談社 2016.3

2 会話もメールも英語は3語で伝わります 中山 裕木子∥著 ダイヤモンド社 2016.10

3 ネイティブの子どもなら誰でも知っている英単語 松本 茂∥編著 七宝商会出版部2002.5

3 読めないと恥ずかしい漢字1500 日本語倶楽部∥編 河出書房新社 2006.8

3 魔法のリスニング リサ　ヴォート∥著 Jリサーチ出版 2011.5

4 読めますか？小学校で習った漢字 守　誠／著 サンリオ 2009

4 新ゼロからスタートシャドーイング 入門編宮野 智靖∥著 Jリサーチ出版 2017.4

4 中学英語の基本と仕組みがよ～くわかる本 竹村 和浩∥著 秀和システム 2017.12

5 韓国語が面白いほど身につく本 韓 誠∥著 中経出版 2010.8

5 これが読めたら「漢字」達人 土屋 道雄∥著 成美堂出版 2008.11

6 韓国語が1週間でいとも簡単に話せるようになる本 李 明姫∥著 明日香出版社 2019.1

7 手紙とはがきの書き出しと結びきちんとマナーハンドブック 杉本 祐子∥著 主婦の友社 2019.2

7 音訓引き難読語辞典 日外アソシエーツ辞書編集部∥編日外アソシエーツ 1993.7

7 論理的な話し方の極意 齋藤 孝∥著 宝島社 2017.7

7 韓国語日常会話集 房 賢嬉∥著 新星出版社 2019.7

7 ちょい足しで丁寧に!英語のクッションことば デイビッド　セイン∥著 ジャパンタイムズ 2019.5

8 読めそうで読めない間違いやすい漢字 出口 宗和∥著 二見書房 2008.2

8 コウペンちゃんと中学英単語をおさらいする本 るるてあ∥イラスト KADOKAWA 2019.3

8 声に出して読みたい日本語 [1] 齋藤 孝∥著 草思社 2001.9

9 リラックマのまいにちごゆるり英会話 サンエックス∥監修 リベラル社 2018.12

9 ついつい出ちゃう!日本人のかんちがい英語 ゲーリー　スコット　ファイン∥著高橋書店 2018.2

9 文章がうまくなる講座 福島 哲史∥著 かんき出版 1997.6

9 ひとりで学べる韓国語会話 李 清一∥著 高橋書店 2008.5

9 デイビッド・セイン流とことん話せる英会話トレーニング デイビッド　セイン∥著 河出書房新社 2018.11

9 中学3年分の英語が3週間で身につく音読 長沢 寿夫∥著 明日香出版社 2019.2

9 知らないと恥をかく漢字 山口 謠司∥著 幻冬舎 2011.4

9 小論文これだけ! 看護深掘り編樋口 裕一∥著 東洋経済新報社2011.11

9 使える!「国語」の考え方 橋本 陽介∥著 筑摩書房 2019.1

9 わかりやすい日本語の作文技術 本多 勝一∥著 オークラ出版 2003.4

9 グリム童話の傑作選で英語を学ぶ グリム∥[著] 国際語学社 2014.1



9 幻想世界和風ネーミングナビゲーション 和風ネーミング研究会∥著 笠倉出版社 2013.4

9 英語ライティングこれ一冊 津村 元司∥著 ベレ出版 2019.1

9 中学・高校6年分の英作文が10日間で身につく本 長沢 寿夫∥著 明日香出版社 2018.2

10 受かる小論文・作文模範文例 2021年卒版新星出版社編集部∥編 新星出版社 2019.1

10 使ってみよう!韓国語の慣用句・ことわざ・四字熟語 河 仁南∥著 語研 2018.11

10 全くダメな英語が1年で話せた!アラフォーOL Kayoの『秘密のノート』 重盛 佳世∥著 マガジンハウス 2013.1

10 語彙トレ 齋藤 孝∥著 KADOKAWA 2019.3

10 大好きが伝わる!韓国語プチ単語帳 石田 美智代∥著 ナツメ社 2019.8

10 日本で外国人を見かけたら使いたい英語フレーズ3000 黒坂 真由子∥著 クロスメディア・ランゲージ2017.11

10 この漢字が読めますか? 加納 喜光∥著 PHP研究所 2002.5

10 マンガでわかる高校3年間の英語をこの1冊でざっと復習する本 稲田 一∥原作　監修 KADOKAWA 2018.8

10 大人の読解力を鍛える 齋藤 孝∥著 幻冬舎 2019.9

10 中学・高校6年分の英語が10日間で身につく本 長沢 寿夫∥著 明日香出版社 2016.1

10 図解中学・高校6年間の英語をこの1冊でざっと復習する 稲田 一∥著 KADOKAWA 2017.8

10 ビッグ・ファット・キャットとマスタード・パイ 向山 貴彦∥著 幻冬舎 2002.10

９類 文学

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 希望の糸 東野 圭吾∥著 講談社 2019.7

2 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ∥著 文藝春秋 2018.2

3 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき∥著 文藝春秋 2018.11

4 魔力の胎動 東野 圭吾∥著 KADOKAWA 2018.3

5 沈黙のパレード 東野 圭吾∥著 文藝春秋 2018.10

6 未来 湊 かなえ∥著 双葉社 2018.5

7 すぐ死ぬんだから 内館 牧子∥著 講談社 2018.8

8 さよならの儀式 宮部 みゆき∥著 河出書房新社 2019.7

8 虚ろな十字架 東野　圭吾／著 光文社 2014

8 危険なビーナス 東野 圭吾∥著 講談社 2016.8

9 かがみの孤城 辻村 深月∥著 ポプラ社 2017.5

9 フーガはユーガ 伊坂 幸太郎∥著 実業之日本社 2018.11

10 素敵な日本人 東野 圭吾∥著 光文社 2017.4

10 マスカレード・ナイト 東野 圭吾∥著 集英社 2017.9

10 希望荘 宮部 みゆき∥著 小学館 2016.6

10 むらさきのスカートの女 今村 夏子∥著 朝日新聞出版 2019.6

10 マスカレード・ホテル 東野　圭吾／著 集英社 2011

10 ラプラスの魔女 東野 圭吾∥著 KADOKAWA 2015.5
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０類　 総記

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 AIのサバイバル 2 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2018.12

2 AIのサバイバル 1 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2018.7

3 すみっコぐらしいっしょになぞなぞ キャラぱふぇ編集部∥編集KADOKAWA 2019.7

3 勉強が好きになる 入江 久絵∥マンガ　イラスト旺文社 2017.2

4 もっとくらべる図鑑クイズブック 加藤 由子∥監修　指導 小学館 2014.9

5 なぞなぞゼミナール 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作小学館 2014.4

6 くらべる図鑑 加藤 由子∥[ほか]監修　指導小学館 2016.7

7 ステキになりたい オオノ マサフミ∥マンガ　イラスト旺文社 2015.11

7 ちびまる子ちゃんのなぞなぞ365日 さくら ももこ∥キャラクター原作集英社 2015.1

7 いちばん!の図鑑 今泉 忠明∥[ほか]監修 学研教育出版 2010.12

7 ネットのルール 関 和之∥マンガ　イラスト旺文社 2016.7

8 研究って楽しい 関 和之∥マンガ　イラスト旺文社 2019.7

9 くらべる図鑑クイズブック 加藤 由子∥監修　指導 小学館 2011.2

10 まじめにふまじめかいけつゾロリなぞなぞ大百科 原 ゆたか∥原作　監修 ポプラ社 2015.4

10 もっとくらべる図鑑 加藤 由子∥[ほか]監修　指導小学館 2011.6

１類　心理

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 すみっコぐらし占い クロイ∥著 KADOKAWA 2018.12

2 すみっコぐらし心理テスト 阿雅佐∥著 学研プラス 2017.12

3 ミラクルきょうふ!本当に怖いストーリーDX 闇月 麗∥編著 西東社 2018.1

3 すみっコぐらし心理テスト 学校編阿雅佐∥著 学研プラス 2018.12

4 ミラクルきょうふ!本当に怖いストーリー亡霊の叫び 闇月 麗∥編著 西東社 2016.8

4 本当に怖い話MAX∞悪夢地獄 室秋 沙耶美∥監修 新星出版社 2018.12

4 ミラクルきょうふ!本当に怖いストーリーDX黒い炎 闇月 麗∥編著 西東社 2018.12

5 自信の育て方 藤 美沖∥マンガ　イラスト 旺文社 2017.2

6 キセキの誕生日うらない 阿雅佐∥著 学研パブリッシング2011.4

6 今泣けてくる怖い話 チームIMAKOWA∥編 学研プラス 2018.1

7 ドキッ心理テスト400 マーク　矢崎治信∥監修 成美堂出版 2009.12

7 ちゃお50音別名前相性うらない エストレリータ月子∥うらない 小学館 2011.3

7 ミラクルハッピー超アタル!誕生日うらないDX ムッシュ ムラセ∥作 西東社 2016.3

7 うわさの怪談魔夏の悪夢 魔夜 妖一∥監修 成美堂出版 2015.8

8 リトルツインスターズの名前うらない 阿雅佐∥著 学研教育出版 2014.4

8 夢のかなえ方 関 和之∥マンガ　イラスト 旺文社 2017.7

8 ミラクルハッピー超アタル!心理テストDX ミラクル心理研究会∥編 西東社 2014.5

8 おしゃれパーフェクトBOOK めちゃカワ!!おしゃれガール委員会∥著新星出版社 2016.7

8 トリックアートおばけやしき 北岡 明佳∥監修 あかね書房 2012.12



9 きみを変える50の名言 佐久間 博∥文 汐文社 2019.1

9 震えがとまらない恐怖!!都市伝説 パート16平川 陽一∥編 汐文社 2010.8

9 ミラクルきょうふ!本当に怖いストーリー闇の旅人 闇月 麗∥編著 西東社 2014.8

10 うわさの怪談謎 魔夜 妖一∥監修 成美堂出版 2014.4

10 ミラクルきょうふ!本当に怖いストーリー 闇月 麗∥編著 西東社 2014.1

10 あした学校で話したくなるほんとうに怖い怪奇現象 並木 伸一郎∥著 経済界 2013.8

10 ワイワイ心理テスト&ゲーム1001 キラ☆カワgirls委員会∥監修 世界文化社 2013.5

10 恋・友・未来を大予言!?うらないスペシャル 水木 あかり∥監修 ナツメ社 2016.8

２類　歴史

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 アンコール・ワットのサバイバル 1 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2015.1

2 アンコール・ワットのサバイバル 2 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2015.4

3 幕末のサバイバル もとじろう∥マンガ 朝日新聞出版 2016.3

4 海賊世界へタイムワープ 細雪 純∥マンガ 朝日新聞出版 2019.2

4 江戸時代のサバイバル 早川 大介∥マンガ 朝日新聞出版 2016.8

4 大正時代のサバイバル 柏葉 比呂樹∥マンガ 朝日新聞出版 2017.1

4 名探偵コナン推理ファイル江戸の謎 青山 剛昌∥原作 小学館 2008.11

4 鎌倉時代のサバイバル イセケヌ∥マンガ 朝日新聞出版 2016.6

4 戦後のサバイバル もとじろう∥マンガ 朝日新聞出版 2017.3

4 大江戸文化へタイムワープ 市川 智茂∥マンガ 朝日新聞出版 2017.11

5 古墳時代へタイムワープ 工藤 ケン∥マンガ 朝日新聞出版 2018.3

5 名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 3 青山 剛昌∥原作 小学館 2005.10

6 ヘレン・ケラー 鳥飼 行博∥監修 集英社 2015.11

6 名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 5 青山 剛昌∥原作 小学館 2011.2

6 室町時代のサバイバル イセケヌ∥マンガ 朝日新聞出版 2016.12

7 大坂城へタイムワープ 細雪 純∥マンガ 朝日新聞出版 2018.2

8 奈良時代へタイムワープ 細雪 純∥マンガ 朝日新聞出版 2018.3

8 平安時代のサバイバル 市川 智茂∥マンガ 朝日新聞出版 2016.10

8 名探偵コナン推理ファイルエジプトの謎 青山 剛昌∥原作 小学館 2009.6

9 戦国合戦へタイムワープ トリル∥マンガ 朝日新聞出版 2018.1

9 名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 1 青山 剛昌∥原作 小学館 2004.1

9 名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 2 青山 剛昌∥原作 小学館 2004.6

10 ダイアナ 東 園子∥漫画 集英社 2013.12

10 古代オリンピックへタイムワープ もとじろう∥マンガ 朝日新聞出版 2019.1

10 エリザベス・ブラックウェル 東 園子∥漫画 集英社 2011.7

10 ドラえもん社会ワールド日本の地理とくらし 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 2018.3

10 名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 4 青山 剛昌∥原作 小学館 2009.4

10 クレヨンしんちゃんのまんが都道府県おもしろブック 造事務所∥編集　構成 双葉社 2004.4



10 忍者世界へタイムワープ イセケヌ∥マンガ 朝日新聞出版 2017.8

３類 社会

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 火災のサバイバル スウィートファクトリー∥文 朝日新聞出版 2016.11

2 サイエンスコナン防災の不思議 青山 剛昌∥原作 小学館 2017.8

2 ドラえもん社会ワールド政治のしくみ 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 2015.8

2 ドラえもん社会ワールド日本と国際社会 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 2016.8

3 ドラえもん社会ワールドお金のひみつ 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 2014.3

3 お金のこと 関 和之∥マンガ　イラスト 旺文社 2015.7

4 ドラえもん社会ワールド憲法って何だろう 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 2015.4

5 日本の妖怪完全ビジュアルガイド 小松 和彦∥監修 カンゼン 2014.6

6 ネギをうえた人 金 素雲∥編 岩波書店 2001.8

6 身近な危険 オオタ ヤスシ∥マンガ　イラスト 旺文社 2016.7

7 ニュース探偵コナン 1 青山 剛昌∥原作 小学館 2019.4

7 女の子、はじめます。 北村 邦夫∥著　監修 小学館 2014.1

8 幻獣(モンスター)最強王図鑑 健部 伸明∥監修 学研プラス 2019.1

8 友だち関係 藤 美沖∥マンガ　イラスト 旺文社 2015.7

9 クレヨンしんちゃんのアブナイ!ことから自分を守るために知っておきたいこと臼井 儀人∥キャラクター原作 双葉社 2018.11

9 ときめきハッピーおしごと事典スペシャル おしごとガール研究会∥著 ナツメ社 2017.12

9 光のモンスター超図鑑 三輪 清宗∥著 ポプラ社 2014.12

9 闇のモンスター超図鑑 三輪 清宗∥著 ポプラ社 2014.12

10 水木しげる妖怪百物語 水木 しげる∥著 小学館 2005.11

10 防犯・防災イラストBOOK ALSOK∥監修 新星出版社 2019.8

４類 自然科学

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 地中世界のサバイバル 2 スウィートファクトリー∥文 朝日新聞出版 2015.12

1 地中世界のサバイバル 1 スウィートファクトリー∥文 朝日新聞出版 2015.7

2 新型ウイルスのサバイバル 2 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2010.1

2 新型ウイルスのサバイバル 1 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2009.10

2 恐竜世界のサバイバル 1 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2008.2

3 異常気象のサバイバル 2 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2010.7

4 竜巻のサバイバル リメ∥文 朝日新聞出版 2014.1

4 ざんねんないきもの事典 [正]今泉 忠明∥監修 高橋書店 2016.5

4 植物世界のサバイバル 1 スウィートファクトリー∥文 朝日新聞出版 2014.10

5 湿地生物のサバイバル 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2016.11

6 ざんねんないきもの事典 続 今泉 忠明∥監修 高橋書店 2017.6

6 ナイトサファリのサバイバル 1 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2015.6



6 異常気象のサバイバル 1 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2010.4

7 深海のサバイバル ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2012.1

7 微生物のサバイバル 1 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2017.3

8 昆虫世界のサバイバル 1 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2008.2

8 干潟のサバイバル 2 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2011.10

8 アレルギーのサバイバル 2 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2019.5

9 昆虫世界のサバイバル 3 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2008.8

9 火山のサバイバル 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2009.10

9 自然史ミュージアムのサバイバル 1 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2012.3

9 人体のサバイバル 3 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2011.3

9 ヒマラヤのサバイバル 2 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2014.7

10 地震のサバイバル 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2008.8

10 昆虫世界のサバイバル 2 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2008.5

10 自然史ミュージアムのサバイバル 2 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2012.7

５類 工学

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 水不足のサバイバル スウィートファクトリー∥文朝日新聞出版 2016.8

2 大気汚染のサバイバル スウィートファクトリー∥文朝日新聞出版 2015.3

3 エネルギー危機のサバイバル 2 金 政郁∥文 朝日新聞出版 2014.7

4 有害物質のサバイバル スウィートファクトリー∥文朝日新聞出版 2018.4

5 ロボット世界のサバイバル 1 金 政郁∥文 朝日新聞出版 2012.10

5 原子力のサバイバル 2 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2013.10

6 エネルギー危機のサバイバル 1 金 政郁∥文 朝日新聞出版 2014.3

7 原子力のサバイバル 1 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2013.7

8 ロボット世界のサバイバル 3 金 政郁∥文 朝日新聞出版 2013.3

9 しずくちゃんおやつクッキング ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2015.8

10 見学しよう工事現場 3 溝渕 利明∥監修 ほるぷ出版 2011.12

10 名探偵コナン推理ファイル環境の謎 青山 剛昌∥原作 小学館 2006.3

６類 産業

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 ジャングルのサバイバル 7 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2017.12

2 ジャングルのサバイバル 9 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2018.5

3 ジャングルのサバイバル 4 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2017.9

3 ジャングルのサバイバル 6 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2017.12

4 ジャングルのサバイバル 8 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2018.3

5 ジャングルのサバイバル 5 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2017.11

6 ジャングルのサバイバル 10 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2018.9



7 ジャングルのサバイバル 3 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2017.6

7 飛行機のサバイバル 1 ゴムドリco.∥文 朝日新聞出版 2019.7

8 ジャングルのサバイバル 1 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2017.4

9 ジャングルのサバイバル 2 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2017.4

10 名探偵コナン推理ファイル農業と漁業の謎 青山 剛昌∥原作 小学館 2012.12

7類　 芸術・スポーツ

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 ポケモンをさがせ!ファイアレッドリーフグリーン 相原 和典∥画 小学館 2004.9

2 山のサバイバル 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2010.4

3 リラックマまちがいさがし! [1] コンドウ アキ∥絵 主婦と生活社 2010.3

4 アマゾンのサバイバル 崔 徳煕∥文 朝日新聞出版 2008.5

5 しずくちゃん 17 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2011.7

5 極寒のサバイバル 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 2012.1

6 ポケモンをさがせ！エメラルド 相原　和典／画 小学館 2005

6 ミッケ! [1] ウォルター　ウィック∥写真 小学館 1992.8

7 しずくちゃん 28 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 2017.3

7 すみっコぐらしをさがせ 1 主婦と生活社∥編 主婦と生活社 2018.8

8 すみっコぐらしまちがいさがし あっちもこっちもすみっコ編主婦と生活社∥編 主婦と生活社 2018.6

8 すみっコぐらしまちがいさがし ここがおちつくんです編主婦と生活社∥編 主婦と生活社 2015.8

9 すみっコぐらしまちがいさがし いつでもどこでもすみっコ編主婦と生活社∥編 主婦と生活社 2017.7

10 ポケモンをさがせ!ゆうえんちはおおさわぎ 相原 和典∥画 小学館 2006.9

８類 言語

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 ポケモン最強だじゃれクラブ 春風邪 三太∥作 小学館 2012.9

2 名探偵コナン推理ファイル漢字とかなの謎 青山 剛昌∥原作 小学館 2011.4

3 新迷解ポケモンおもしろことわざ もっと!げゑせんうえの∥文 小学館 2011.12

4 ポケモンえいごじてん ウィン　グン∥監修 小学館 2006.4

5 まじめにふまじめかいけつゾロリおやじギャグ大百科 原 ゆたか∥原作　監修 ポプラ社 2005.7

5 旅するこどもの韓国語 コンデックス情報研究所∥編著成美堂出版 2019.8

6 妖怪ウォッチ妖怪4コマだじゃれクラブ [1] レベルファイブ∥原作　監修 小学館 2015.6

6 ことばの力がつく辞書引き学習 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作小学館 2014.11

7 クレヨンしんちゃんのまんがかん字じてん 造事務所∥編集　構成 双葉社 1997.12

7 ゼロから始める英語 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作小学館 2013.3

7 漢字の書きじゅんがわかる1年生～3年生 小学館 1999.2

7 敬語早わかり 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作小学館 2013.4

8 クレヨンしんちゃんのまんが四字熟語辞典 [正]臼井 儀人∥キャラクター原作 双葉社 2017.10

8 ポケモンとえいかいわ ウィン　グン∥監修 小学館 2007.2



8 まじめにふまじめかいけつゾロリおやじギャグ大百科 原 ゆたか∥原作　監修 ポプラ社 2015.4

8 名探偵コナンKODOMO時事ワード 2018読売KODOMO新聞編集室∥編小学館 2017.11

9 クレヨンしんちゃんのまんが英語入門ブック 臼井 儀人∥キャラクター原作 双葉社 2013.1

9 ただしくつかおうことばづかい 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作小学館 2013.10

10 小学生英語イラストBOOK 能島 久美江∥監修 新星出版社 2017.12

10 かいけつゾロリのおやじギャグ200連発! 原 ゆたか∥原作　監修 ポプラ社 2015.4

10 すぐわかる!これから大事な英語 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作小学館 2014.7

10 ドラえもんはじめての漢字辞典 小学館国語辞典編集部∥編小学館 2018.12

10 四字熟語100 小学館 1995.4

10 名探偵コナンKODOMO時事ワード 2016読売KODOMO新聞編集室∥編小学館 2015.11

10 英語が好きになる 関 和之∥マンガ　イラスト 旺文社 2018.2

９類 文学 シリーズ別

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 おしりたんてい トロル∥さく　え ポプラ社 2018.8

2 かいけつゾロリ 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社 2004.12

3 ほねほねザウルス カバヤ食品株式会社∥原案　監修岩崎書店 2017.9

4 がっこうのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社 2016.5

5 ルルとララ あんびるやすこ∥作　絵 岩崎書店 2007.12

6 絶叫学級 いしかわえみ∥原作　え 集英社 2011.11

7 いじめ 五十嵐かおる∥原案　 小学館 2009.8

8 すみっこぐらし よこみぞ　ゆり∥さく　え ポプラ社 2002.12

9 魔女ののろいアメ 草野　あきこ∥作 PHP研究所 2018.12

10 マジック快斗1412 青山　剛昌∥原作 小学館 2014.12

E 絵本 シリーズ別

順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 たんけんライト 2 石井 玲子∥訳 岳陽舎 2007.12

2 おしりたんてい トロル∥さく　え ポプラ社 2012.1

3 徳間のアニメ絵本 宮崎駿∥原作 徳間書店 2013.5

4 もぐらバス 佐藤雅彦∥原案 偕成社 2010.4

5 バムとケロ 島田　ゆか∥さく　え 文溪堂 2010

6 かわいいかくれんぼ わらべきみか∥え フレーベル館 2015.10

7 いちにちおばけ ふくべあきひろ∥さく PHP研究所 2012.12

8 だるまさんと かがくい　さとし∥ ブロンズ新社 2009.1

9 どんどこどん 和歌山静子∥作 福音館書店 2016.2

10 りゆうがあります ヨシタケシンスケ∥作 PHP研究所 2015.7

P 紙芝居



順位 資　料　名 著者名 出版者 出版年

1 いのちをいただく 内田 美智子∥文 西日本新聞社 c2011

2 瞼の母 長谷川 伸∥原作 雲母書房 2014.9

3 アンパンマンとおむすびまん やなせ　たかし／著 フレーベル館 1986

3 くもの糸 芥川 龍之介∥原作 鈴木出版 2007.7

4 じぶんで! 礒 みゆき∥脚本　絵 童心社 2011.7

5 かくれんぼ 瀬名 恵子∥脚本　画 童心社 1983.4

5 じゃがいもへんしーん! 間所 ひさこ∥脚本 童心社 2010.8

6 かぜヒッキーをやっつけろ! 礒 みゆき∥脚本　絵 童心社 2013.11

6 りんごくんのおうちはどこ? とよた かずひこ∥脚本　絵 童心社 2008.4

6 としょかんどろぼう ときわ　ひろみ／脚本・画 埼玉福祉会 200907

7 てぶくろ 堀尾　青史／著 童心社 1991

7 しゅつどう！はしごしゃノビールくん ミノオカ　リョウスケ 2013

7 きゅうきゅうしゃのきゅうちゃん 新沢 としひこ∥脚本 童心社 2010.8

7 おにぎりたべよう! 五味 太郎∥脚本　絵 童心社 2016.7

7 図書館へようこそ！ 赤木　かん子／文 埼玉福祉会商品事業部201103

7 ねずみのすもう 赤木　かん子 埼玉福祉会 201112

7 カレーライスがにげだした しばはら ち∥作画 教育画劇 1984

7 ももたろう 松谷 みよ子∥脚本 童心社 1998.8

7 むしむしかくれんぼ 堀川 波∥作 絵 教育画劇 2012.9

7 むかでのおつかい 吉田 タキノ∥文 教育画劇 1997

7 ピノキオ コロディー∥原作 教育画劇 1987

7 いなむらの火 川崎 大治∥脚本 童心社 2011.6

7 はい、タッチ とよた　かずひこ／著 童心社 2011

7 手ぶくろを買いに 新美 南吉∥原作 鈴木出版 2012.4

7 プリンちゃんとだいふくくん とよた かずひこ∥脚本　絵 童心社 2016.5

7 どろんこおばけ ひろかわ さえこ∥脚本　絵 童心社 2009.9

8 たべたいのなーに? 穂高 順也∥脚本 童心社 2008.9

8 あさごはんでもりもりげんき 林 ふみこ∥作 教育画劇 1998.5

8 かさじぞう 赤木　かん子 埼玉福祉会 201211

8 やきいもやさん 竹下 文子∥脚本 童心社 2006.11

8 三びきのこぶた 川崎　大治／著 童心社 1996

8 だんごむしのころちゃん 高家 博成∥脚本 童心社 1997

8 いちについてよーいどん 宮崎 二美枝∥脚本 童心社 2015.6

8 紙芝居舞台　〔館外貸出用〕 教育画劇

8 すききらいかいじゅう たるいし まこ∥脚本　絵 童心社 2018.6

8 ないたあかおに 浜田 ひろすけ∥作 教育画劇 2007.1

8 おんぶおんぶ 武鹿 悦子∥脚本 童心社 2009.9

8 ピンクのジェームス ウィルバート　オードリー∥原作教育画劇 2014.9



8 ぴこたんのなぞなぞうんどうかい このみ ひかる∥作 教育画劇 1988

8 ろくろくびのおかあさん 苅田 澄子∥脚本 童心社 2012.7

8 紙芝居舞台　〔館外貸出用〕

8 いたずらにんじゃをつかまえろ しばはら ち∥作 画 教育画劇 1997

8 まるくん さんかくさん しかくちゃん 和歌山 静子∥脚本　絵 童心社 2015.4

8 なにがつれるかな 藤本 ともひこ∥脚本　画 童心社 1996

8 おむすびくん とよた かずひこ∥脚本　絵 童心社 2009.4

8 くまくんのあさごはんとうばん やすい すえこ∥脚本 童心社 2013.11

8 ともだちだーれ? 得田 之久∥脚本 童心社 2010.9

8 うみにしずんだおに 松谷 みよ子∥脚本 童心社 1980

8 図書館ってなあに？ 赤木　かん子／文 新座：埼玉福祉会商品事業部2013

8 なぜ、せつぶんに豆をまくの? 国松 俊英∥脚本 童心社 2001.9

8 へんしんまめまめ 土田 義晴∥脚本　絵 童心社 2017.11

9 きんいろのさかな プーシキン∥原作 童心社 2014.3

9 百科事典の引きかた 赤木　かん子／文 埼玉福祉会 201103

9 三枚のおふだ 赤木　かん子 埼玉福祉会 201211

9 しりとりパーティー かとう ようこ∥脚本 童心社 2012.12

9 したきりすずめ 松谷 みよ子∥脚本 童心社 1980

9 おばけのスパゲッティ 小沢 正∥作 教育画劇 1985

9 ふしぎなはな 藤田 勝治∥脚本　絵 童心社 2009.8

9 おうちでレストラン 上地 ちづ子∥脚本 童心社 2006.6

9 なぜ、かがみもちをかざるの? 千世 まゆ子∥脚本 童心社 2001.9

9 おむすびころりん 赤木　かん子 埼玉福祉会 201312

9 ねずみのよめいり 赤木　かん子 埼玉福祉会 201312

9 これなになに? 山本 祐司∥作 絵 教育画劇 2012.9

9 でてきたなあーんだ? やべ みつのり∥脚本　絵 童心社 1991.11

9 くませんせいがやってきた! よこみち けいこ∥脚本　絵 童心社 2015.6

9 おばけのすてきなまほう ふじしま あおとし∥作 画 教育画劇 1998.1

9 かさじぞう 松谷 みよ子∥脚本 童心社 1980

9 たまごからだ～れかな 和歌山 静子∥脚本　絵 童心社 2019.8

9 くれよんさんのけんか 八木田 宜子∥作 童心社 1991

9 愛染かつら 川口 松太郎∥原作 雲母書房 2013.12

9 にんじゃせんせいいざまる 津田 真一∥脚本 童心社 2014.7

9 おとうふさんとそらまめさん 松谷 みよ子∥脚本 童心社 2005.7

9 わんわんちゃん 堀尾　青史／著 童心社 1984

9 なぜ、七夕にささかざりをするの? 若山 甲介∥脚本 童心社 2001.9

9 ももたろう 香山 美子∥文 教育画劇 1988

9 おおきくおおきくおおきくなあれ まつい　のりこ／著 童心社 1984

9 おばけのはみがき 林原 玉枝∥作 教育画劇 1998.1



9 注文の多い料理店 宮沢　賢治／原著 童心社 1997

9 ふうせんふわふわ 堀尾 青史∥作 童心社 1971.5

9 ちゃんぷくおばけ こが ようこ∥脚本 童心社 2016.7

9 だいじだいじ ひろかわ さえこ∥脚本　絵 童心社 2014.7

9 こいぬがうまれた 松野　正子／著 童心社 1987

9 てんぐとかっぱとかみなりどん かこ さとし∥[作] 童心社 1980

9 ぶるるんぶるた すとう あさえ∥脚本 童心社 2010.8

9 わたしはだあれ? ケロポンズ∥作 教育画劇 2005.1

9 ハロウィンのかぼちゃ ますい さちみ∥脚本 童心社 2017.10

9 子ざるのかげぼうし 浜田 ひろすけ∥作 教育画劇 2007.1

9 こうちゃんのじどうしゃ 松谷　みよ子／著 童心社 2002

9 あわてないあわてない 仲川 道子∥脚本　絵 童心社 2011.6

9 おたまじゃくしの１０１ちゃん かこ　さとし／著 童心社 1978


