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書名 著者 書名 著者 書名 著者 書名 著者

わたしのベスト３ 毎日新聞出版∥編 夜しか開かない精神科診療所 片上 徹也 天稟 幸田 真音 ポンテのクリスマス オスターグレン  晴子∥文

言葉と物 ミシェル フーコー 地域の病院は命の砦 横山 壽一∥編著 三兄弟の僕らは 小路 幸也 まひるのけっとう マヌエル マルソル∥作

図解使える心理学大全 植木 理恵 病気にかかるお金がわかる本 畠中 雅子 天穹の船 篠 綾子 春がきたよ、ムーミントロール トーベ ヤンソン∥原作  絵

アドラーに学ぶ７０歳からの人生の流儀 岩井 俊憲 年をとってもちぢまないまがらない 船瀬 俊介 幸福の劇薬 仙川 環 やさいのおにたいじ つるた ようこ∥さく

イヤなことは死んでもやるな 金川 顕教 土木遺産 6 建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集部∥編 偽装診療 仙川 環 ごんべえだぬき 川端 誠∥作  絵

人生は苦である、でも死んではいけない 岸見 一郎 暗渠パラダイス！ 髙山 英男 鯖猫長屋ふしぎ草紙 8 田牧 大和

君から、動け。 佐々木 常夫 あきた環境学習応援隊情報ハンドブック2019 秋田県生活環境部温暖化対策課∥編 幽霊たちの不在証明 朝永 理人 【児童】

97歳、幸せな超ポジティブ生活 鮫島 純子 ドラえもんを本気でつくる 大澤 正彦 線は、僕を描く 砥上 裕將 書名 著者

異端のすすめ 橋下 徹 趣味の酒つくり 笹野 好太郎 緋色の残響 長岡 弘樹 銅のひみつ 山口 育孝∥漫画

詳説日本仏教13宗派がわかる本 正木 晃 諸国ドブロク宝典 貝原 浩 夜がどれほど暗くても 中山 七里 エキナカのひみつ まさや ようこ∥漫画

定命を生きる 枡野 俊明 結局、男の服は普通がいい 山田 耕史 愛と殺意の津軽三味線 西村 京太郎 みんなを支える生命保険 コメ助∥まんが

知識ゼロからの戦争史入門 祝田 秀全 58歳から日々を大切に小さく暮らす ショコラ 礼儀正しい空き巣の死 樋口 有介 建設機械  提案サービスのひみつ あさだ みほ∥漫画

水洗トイレは古代にもあった 黒崎 直 石田節子流気軽でお洒落な作り帯 石田 節子∥監修 クスノキの番人 東野 圭吾 燃料電池自動車のひみつ 新版 水木 繁∥漫画

記憶を未来へ 椙本 歩美 エイジレスではけるウエストゴムのスカート＆パンツ 東京ホロウアウト 福田 和代 セメントのひみつ 工藤 ケン∥漫画

木簡古代からの便り 奈良文化財研究所∥編 しないヘアアレンジ 工藤 由布 流浪の大地 本城 雅人 わたしの外国語漂流記 河出書房新社∥編

外国人にささる日本史１２のツボ 山中 俊之 アガワ家の危ない食卓 阿川 佐和子 MISSING 村上 龍 エジプト神話 橘 伊津姫∥編著

ベトナム戦争と私 石川 文洋 カンタンかわいい園児のおべんとう 主婦の友社∥編 もののけ 朝井 まかて∥〔ほか著〕 ギリシャ神話 橘 伊津姫∥編著

スゴ母列伝 堀越 英美 おなかのおと 菊池 亜希子 暴虎の牙 柚月 裕子 北欧神話 橘 伊津姫∥編著

世界から消えゆく場所 トラビス エルボラフ お料理１年生のひとり暮らしごはんBOOK 検見﨑 聡美 誘拐屋のエチケット 横関 大 インド神話 橘 伊津姫∥編著

リアルな今がわかる日本と世界の地理 砂崎 良 志らくの食べまくら 立川 志らく 旅ごはん 小川 糸 琉球という国があった 上里 隆史∥文

世界のかわいい散歩道 ＭｄＮ編集部∥編 ひとりごはん日和 堤 人美 生きるための辞書 北方 謙三 たたかえ！47都道府県ヒーローズ 山口 正∥監修

ソロタビ沖縄・那覇 たまごかけご飯だって、立派な自炊です。 白央 篤司 笑って生ききる 瀬戸内 寂聴 外交という仕事 外務省∥[編]

るるぶ仙台松島宮城 '21 自家製ミックス粉でかんたんおやつ 吉川 文子 夜明けのＭ 林 真理子 子どもたちに語る日中二千年史 小島 毅∥著

るるぶ信州 '21 飽食と崩食の社会学 橋本 直樹 いかがなものか 群 ようこ モノのねだん事典 大澤 裕司∥文

るるぶ東北 '21 樹木博士入門 小幡 和男 いつでも母と 山口 恵以子 どんなしごと? ＷＩＬＬこども知育研究所∥構成  文

るるぶ金沢能登加賀温泉郷 '21 サンドウィッチマンの東北魂 サンドウィッチマン その犬の名を誰も知らない 嘉悦 洋 未来を生きる力 ＳＡＫＵ株式会社∥原作・監修

るるぶ秋田 '21 記者失格 柳澤 秀夫 誤作動する脳 樋口 直美 いざというとき使えるために緊急のものトリセツ図鑑 1

るるぶドライブ北海道ベストコース '21 美意識の値段 山口 桂 日本文学全集 6 池澤 夏樹∥個人編集 新・大学でなにを学ぶか 上田 紀行∥編著

リトアニアを知るための60章 櫻井 映子∥編著 博物館と文化財の危機 岩城 卓二 月の光 ケン リュウ こんなによくわかる防衛省・自衛隊 令和元年度 マンガデザイナーズラボ∥作画

現代ドイツを知るための67章 浜本 隆志∥編著 北斎になりすました女 檀 乃歩也 探偵コナン・ドイル ブラッドリー ハーパー 科学の最前線を切りひらく！ 川端 裕人∥著

地図で見る中東ハンドブック ピエール ブラン はまじとさくらももこと三年四組 浜崎 憲孝 星座と神話のキャラクター図鑑 渡部 潤一∥監修

国会をみよう 上西 充子 百人一首を書く 日貿出版社∥編 【絵本】 ふかふかパンのひみつ

東北圏社会経済白書 2019年度 東北活性化研究センター∥編 もっと撮りたくなる写真のアイデア手帖 河野 鉄平 書名 著者 統計学をめぐる散歩道 石黒 真木夫∥著

開発協力白書 2019年度 外務省∥編 平和 (PEACE）写真集 2020 本田 登  ほか∥編 なつといえば… 新井 洋行∥作 オールカラー楽しくわかる！電気とエネルギー 小川 眞士∥監修

無敵の定年後 陵水 研人 グラフィック伝記フレディ・マーキュリー アルフォンソ カサス∥作 あきといえば… 新井 洋行∥作 里山のかんさつ 林 将之∥文  写真

仕事が速い人は、「これ」しかやらない 石川 和男 綾瀬はるか meets Beautiful Athletes パナソニック株式会社∥編 はるといえば… 新井 洋行∥作 鉄道のたんけん 福手 勤∥監修

稼ぐ話術「すぐできる」コツ 金川 顕教 金足農業、燃ゆ 中村 計 ふゆといえば… 新井 洋行∥作 追跡！ごみのゆくえびん・かん 吉田 忠正∥文  写真

経営改革大全 名和 高司 リーダーとして覚えておいてほしいこと 野村 克也 えんぴつとケシゴム カレン キルパトリック∥文 追跡！ごみのゆくえ燃やさないごみ 吉田 忠正∥文  写真

はじめて学ぶ保険のしくみ 家森 信善∥編著 今すぐはじめたい人のキャンプ完全バイブル おひなさまの平安生活えほん ほりかわ りまこ∥作 追跡！ごみのゆくえ古紙 吉田 忠正∥文  写真

交渉力 橋下 徹 しゃべるばかりが能じゃない 立川 談四楼 おやすみなさいマーヤちゃん 西巻 かな∥さく 追跡！ごみのゆくえ粗大ごみ 吉田 忠正∥文  写真

障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 姫路 まさのり おおきなカエルティダリク 加藤 チャコ∥再話  絵 イチからつくるプラスチック 岩田 忠久∥編

10年後に食える仕事食えない仕事 渡邉 正裕 【 文学 】 かじやとようせい 三宅 忠明∥再話 イチからつくるえんぴつ 杉谷 龍一∥編

産婦人科医宋美玄先生が娘に伝えたい性の話 宋 美玄∥監修 書名 著者 きいろいはなみつけた 甲斐 信枝∥さく 自転車交通ルールを学ぼう! サン・ネット∥漫画・デザイン

そのとき、どうする？ 甘中 繁雄∥監修 わたしの宮沢賢治 5 くりすますのおはなし 柿本 幸造∥絵 しずくちゃん 34 ぎぼ りつこ∥作  絵

翻訳・校訂  木村文助著『綴方概論』 太郎良 信∥研究代表者 わたしの宮沢賢治 6 くつしたパーティ ティナ オーケ∥さく スーパーコロコロドミノ装置 野出 正和∥著

少年の主張全国大会報告書 第41回 国立青少年教育振興機構∥編 ドナルド・キーン著作集 別巻 ドナルド キーン グレタとよくばりきょじん ゾーイ タッカー∥作 伝統工芸の名人に会いに行く 3 瀬戸山 玄∥文と写真

ひと目でわかる実用手話辞典 手話技能検定協会∥監修 誰でも詠める短歌「超」入門 宇佐美 昭徳 こんやははなびたいかい きしだ えりこ∥さく うっかりオリンピック こざきゆう∥著

１年生になったら紙の辞書を与えなさい 深谷 圭助 万葉の花 片岡 寧豊 さかさことばでうんどうかい 西村 敏雄∥作 英語バカのすすめ 横山 雅彦∥著

子どものサインに気がついて 堀田 和子 うごうた 川柳ゼミナール・うご∥[編] ざりがにさんとさわがにさん 植垣 歩子∥さく アリババの猫がきいている 新藤 悦子∥作

科学はこう「たとえる」とおもしろい！ 左巻 健男∥編著 音読でたのしむ思い出の童謡・唱歌 齋藤 孝 帰り道 有田 奈央∥文 はりねずみのルーチカ かんの ゆうこ∥作

学校では絶対に教えてもらえない超ディープな算数の教科書 難波 博之 流人道中記 上下 浅田 次郎 たまごにいちゃんとげんちゃん あきやま ただし∥作  絵 きみが、この本、読んだなら とまどう放課後編 森川 成美∥作

数の世界 松岡 学 茶聖 伊東 潤 ちょっとだけ 滝村 有子∥さく きみが、この本、読んだなら ざわめく教室編 戸森 しるこ∥作

心の傷を癒すということ 安 克昌 去年の雪 江國 香織 ティモシーとサラたのしいおうち 芭蕉 みどり∥作  絵 ＱＫ部 黄黒 真直∥著

ウルトラ図解血液がん 神田 善伸∥監修 ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前 粟生 ともくんのほいくえん 改訂版 栗田 洋子∥文・和紙貼り絵 トラブル旅行社（トラベル） 廣嶋 玲子∥文

ジョンとアレルギー えんどう かおり∥作  絵 俺はエージェント 大沢 在昌 ねえねえあのね しもかわら ゆみ∥作 フラワーショップの亡霊 斉藤 洋∥作

子育てはだいたいで大丈夫 森戸 やすみ 生きつづけるキキ 斉藤 洋 はじめての和食えほん 春のごちそうつくろう 柳原 尚之 みつきの雪 眞島 めいり∥作

乳がんがよくわかる本 井本 滋 罪人の選択 貴志 祐介 100 名久井 直子∥さく まいごのしにがみ いとう みく∥作

乳がん病後のケアと食事 佐伯 俊昭∥監修 チンギス紀 7 北方 謙三 ふくろにいれられたおとこのこ 山口 智子∥再話 ちょきんばこのたびやすみ 村上 しいこ∥さく

ゆる薬膳。365日 池田 陽子 怖い患者 久坂部 羊 へんかしらそうかしら 内田 麟太郎∥作 ピノピノよもうよ ロベルト ピウミーニ∥原作

＊新着図書 （令和2年４月)＊




