
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

居酒屋ぼったくり　11 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

キッド 相場 英雄∥著 幻冬舎

こうして誰もいなくなった 有栖川 有栖∥著 KADOKAWA

死にがいを求めて生きているの 朝井 リョウ∥著 中央公論新社

天命 岩井 三四二∥著 光文社

おっさんたちの黄昏商店街 池永 陽∥著 潮出版社

いきぢごく 宇佐美 まこと∥[著] 角川春樹事務所

お茶壺道中 梶 よう子∥著 KADOKAWA

心霊探偵八雲　11 神永 学∥著 KADOKAWA

新宿花園裏交番坂下巡査 香納 諒一∥著 祥伝社

とめどなく囁く 桐野 夏生∥著 幻冬舎

カゲロボ 木皿 泉∥著 新潮社

中野のお父さんは謎を解くか 北村 薫∥著 文藝春秋

呪護 今野 敏∥著 KADOKAWA

歳三の剣 小松 エメル∥著 講談社

機捜235 今野 敏∥著 光文社

みかんとひよどり 近藤 史恵∥著 KADOKAWA

少年は死になさい…美しく 新堂 冬樹∥著 中央公論新社

14歳、明日の時間割 鈴木 るりか∥著 小学館

傑作はまだ 瀬尾 まいこ∥著 ソニー・ミュージックエンタテインメント

傲慢と善良 辻村 深月∥著 朝日新聞出版

大統領に告ぐ 永瀬 隼介∥著 KADOKAWA

尼子姫十勇士 諸田 玲子∥著 毎日新聞出版

夜の塩 山口 恵以子∥著 徳間書店

ノースライト 横山 秀夫∥著 新潮社

女の不作法 内館 牧子∥著 幻冬舎

人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤 愛子∥著 PHP研究所



マリコを止めるな! 林 真理子∥著 文藝春秋

思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ∥著 新潮社

顔ニモマケズ 水野 敬也∥著 文響社

文藝にいかっぷ　第36号 新冠文芸協会／編 新冠文芸協会

孤道　完結編 内田 康夫∥原案 講談社

隠密同心　3 小杉 健治∥[著] KADOKAWA

ロマンシエ 原田 マハ∥著 小学館

もぐら新章 血脈 矢月 秀作∥著 中央公論新社

福寿草　第26集 様似町教育委員会 様似町教育委員会



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ビブリオ漫談 笹倉 剛∥著 あいり出版

元号と日本人 宮瀧 交二∥監修 プレジデント社

知られざる縄文ライフ 譽田 亜紀子∥著 誠文堂新光社

遺跡が語る北海道の歴史 北海道埋蔵文化財センター／著 北海道埋蔵文化財センター

寿都歴史写真集 明治24年-昭和20年 山本竜也 編著 書肆山住

今こそ、韓国に謝ろう 百田 尚樹∥著 飛鳥新社

after 3.11世代 枻出版社

皇室 第81号(平成31年冬号) 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

るるぶ東京 '20 JTBパブリッシング

るるぶ長野 [2019] JTBパブリッシング

るるぶ韓国 '20 JTBパブリッシング

るるぶオーストラリア [2019] JTBパブリッシング

天声人語 2018年7月-12月 朝日新聞論説委員室∥著 朝日新聞出版

政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上 彰∥監修 講談社

SDGsとまちづくり 田中 治彦∥編著 学文社

名作裁判あの犯人をどう裁く? 森 炎∥著 ポプラ社

ゼロからいくらでも生み出せる!起業1年目のお金の教科書 今井 孝∥著 かんき出版

2019年消費税改正早わかりガイド 平石 共子∥著 日本実業出版社

「一見、いい人」が一番ヤバイ 下園 壮太∥著 PHP研究所

家族終了 酒井 順子∥著 集英社

1,2分でできるシニアの手・足・指体操61 斎藤 道雄∥著 黎明書房

山ぶどう 63号

君はどの大学を選ぶべきか　2020 大学通信

日本の祭り　'二〇一八～一九年度版 ＮＰＯ日本の祭りネットワーク／監修 ゆめディア

日本の地震地図 岡田 義光∥著 東京書籍



地形の科学 西川 有司∥著 日刊工業新聞社

忘れてしまった高校の生物を復習する本 大森 徹∥著 KADOKAWA

なぜか生きのこったへんな動物 今泉 忠明∥著 幻冬舎

潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本 渡辺 守∥監修 講談社

よくわかる心のセルフケア 貝谷 久宣∥監修 主婦の友社

1日1分!ゆる関節ストレッチ 渡部 龍哉∥著 アスコム

世界一さら～っとわかる栄養学 松田 早苗∥監修 高橋書店

あたらしい栄養学 吉田 企世子∥監修 高橋書店

夕張岳大いなる自然 : その魅力を訪ねて ユウパリコザクラの会30周年記念誌編集委員会 編 ユウパリコザクラの会

日本懐かしクルマ大全 阿部 至晃∥著 辰巳出版

まいにち着たい服 石川 ゆみ∥著 筑摩書房

カットクロスとハギレで作る使って楽しむ布こもの ブティック社

手編みのかんたんこもの82 岡本 啓子∥監修 ブティック社

リカちゃん着せかえソーイングBOOK ブティック社

魔法のごはん 栗山 真由美∥[著] 枻出版社

なんでも、漬けもの。 河井 美歩∥著 主婦と生活社

ぷりっつさんち　6 松本 ぷりっつ∥著 主婦の友社

つくりおき幼児食 新谷 友里江∥著 西東社

驚きの家庭菜園マル秘技58 『やさい畑』菜園クラブ∥編 家の光協会

もらってうれしいキャラフラワー 山本 恵∥著 講談社

テレビが映し出した平成という時代 川本 裕司∥[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン

わくわくアイデア絵手紙 岡本 サヨ子∥著 日貿出版社

水墨でさらりと描く日本の美しい二十四節気 酒井 幸子∥著 マール社

詠う!平安京　1 真柴真 著 スクウェア・エニックス

詠う!平安京　2 真柴真 著 スクウェア・エニックス

詠う!平安京　3 真柴真 著 スクウェア・エニックス

詠う!平安京　4 真柴真 著 スクウェア・エニックス



詠う!平安京　5 真柴真 著 スクウェア・エニックス

詠う!平安京　6 真柴真 著 スクウェア・エニックス

ペットボトルと空き容器で作るレトロ家電とミニ雑貨 宮市 稔子∥著 主婦と生活社

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

強い体の基礎を作るスポーツキッズの毎日のごはん 古池 久美子∥著 誠文堂新光社

勝てるメンタル 原 晋∥著 KADOKAWA

野球が教えてくれたこと 栗山 英樹∥著 KADOKAWA

大谷翔平二刀流の軌跡 ジェイ　パリス∥著 辰巳出版

クールモアスタッド : 愛国スポーツ界最大のサクセスストーリー アラン  コンウェイ 著 日本競走馬協会

プロのeスポーツプレーヤーになる! 岸 大河∥監修 河出書房新社

通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田 浩章∥著 ぺりかん社

平成新語 出どこはどこ? 中村 三郎∥著 柏書房

しおさい　第13号 新ひだか町教育研究協議会  国語部会／編 新ひだか町教育研究協議会

イタカンロー　第22回 アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構／編

中学英語でかんたん英会話 井口 紀子∥著 永岡書店

日本が売られる 堤 未果∥著 幻冬舎

バターが買えない不都合な真実 山下 一仁∥著 幻冬舎

バレエ漬け 草刈 民代∥[著] 幻冬舎

わたしたちのさまに 様似町教育委員会／発行 様似町教育委員会

わたしたちのさまに 様似町教育委員会／発行 様似町教育委員会

わたしたちのさまに 様似町教育委員会／発行 様似町教育委員会

アポイ　54号 清水  祥子／編集 様似町立様似中学校  日比野  光洋

英会話世界一シンプルに、あなたの気持ちを伝える本 宮野 晃∥著 国際語学社



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あるくくま 谷川 俊太郎∥文 クレヨンハウス

えほん東京 小林 豊∥作　絵 ポプラ社

おんぶおんぶのももんちゃん とよた かずひこ∥さく　え 童心社

おいせまいりわんころう あおき ひろえ∥文 ブロンズ新社

この世界の片隅に こうの 史代∥原作 徳間書店

こぐまのアーリーとあかいぼうし わだ あい∥作 BL出版

こわす サリー　サットン∥さく 福音館書店

しゅつどう!しょうぼうたい 鎌田 歩∥作　絵 金の星社

そらまめくんとおまめのなかま なかや みわ∥さく 小学館

たべものやさんしりとりたいかいかいさいします シゲタ サヤカ∥著 白泉社

たてる サリー　サットン∥さく 福音館書店

ダム・キーパー トンコハウス∥作 KADOKAWA

てんしき 川端 誠∥作　絵 KADOKAWA

でんしゃで1・2・3 さえき えいじ∥え リベラル社

ねずみのシーモア 池田 朗子∥作 あかね書房

パンダかぞえたいそう いりやま さとし∥作 講談社

ビーバのそらのたび マグナス　ウェイトマン∥作 フレーベル館

ピタンくん やまぐち ようすけ∥さく　え ヤングトゥリー

ぶぅぶぅママ 小路 智子∥作 BL出版

へいわとせんそう たにかわ しゅんたろう∥ぶん ブロンズ新社

ぺったんこぷっくらこ 矢野 アケミ∥作 アリス館

ほこりちゃん エイミー　ヘブロン∥作 あすなろ書房

まほうのさんぽみち ロビン　ショー∥さく 評論社

みんなとちがうきみだけど ジャクリーン　ウッドソン∥作 汐文社

もったいないばあさんかわをゆく 真珠 まりこ∥作　絵 講談社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

イラストで読むAI入門 森川 幸人∥著 筑摩書房

死んだらどうなるの? NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班∥編 ほるぷ出版

ココロがよめる!?みんなで☆ハッピー心理テスト ミズマチ ユミコ∥著 汐文社

まんが世界の国大事典 根本 徹∥監修 西東社

淡路島洲本市のひみつ 小室 栄子∥まんが 洲本市

日本の「なぜ?」に答えるお話100 PHP研究所

調べる学習子ども年鑑　2019 朝日小学生新聞∥監修 岩崎書店

水木しげるの妖怪えほん 水木 しげる∥著 講談社

フォークリフトのひみつ おがた たかはる∥まんが 学研プラスコンテンツプロデュース部学びソリューション事業室

イチからつくるポテトチップス 岩井 菊之∥編 農山漁村文化協会

中華まんのひみつ 北神 諒∥まんが 学研プラス

ふりかけのひみつ 山口 育孝∥まんが 学研プラス

大研究！おいしく食べよう！ヨーグルト 松浦  まどか／漫画 講談社ビーシー

中村裕 佐野 慎輔∥文 小峰書店

5秒後に意外な結末 桃戸 ハル∥編著 学研プラス

ダンボ カリ　サザーランド∥作 偕成社

びっくり!?日本史の大事件 チーム　ガリレオ∥著 朝日新聞出版

たこを楽しむ WILLこども知育研究所∥編　著 金の星社

世界をうごかした科学者たち 地質学者 フェリシア　ロー∥文 ほるぷ出版

道路はどのようにつくるのか? 窪田 陽一∥監修 PHP研究所

ガムのひみつ マンガデザイナーズラボ∥まんが 学研プラス

新しいジュニア野球入門 川村 卓∥監修 池田書店

新しいジュニアサッカー入門 幸野 健一∥監修 池田書店

チームでは教えてくれないプロサッカー選手になるために大切なこと 池上 正∥監修 マイナビ出版



鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子∥著 KADOKAWA

怪談5分間の恐怖 12時05分15秒 中村 まさみ∥著 金の星社

長浜高校水族館部! 令丈 ヒロ子∥文 講談社

ガリバーの大ぼうけん J.スウィフト∥作 ポプラ社


