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父母&保育園の先生おすすめの赤ちゃん絵本
200冊

絵本ナビ/監修 玄光社 2019 019.53ﾌﾎ

「繊細さん」の本　「気がつきすぎて疲れる」
が驚くほどなくなる

武田友紀/著 飛鳥新社 2018 146.8ﾀｹ

怒らない人の頭の中 金川顕教/著
サンライズパブ
リッシング

2019 159ｶﾅ

70歳のたしなみ 坂東眞理子/著 小学館 2019 159.79ﾊﾝ

青年公家・清水谷公考の志と挫折 北国諒星/著
北海道出版企画セ
ンター

2019 H211ﾎﾂ

始皇帝中華統一の思想　『キングダム』で解く
中国大陸の謎

渡邉義浩/著 集英社 2019
222.041ﾜ
ﾀ

松前町議会　平成31年第1回定例会会議録 松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

松前町議会　平成31年第1回臨時会会議録 松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

松前町議会　平成31年第2回臨時会会議録 松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

松前町議会　平成31年予算審査特別委員会会議
録

松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

松前町議会　平成31年第3回臨時会会議録 松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

松前町議会　令和元年第4回臨時会会議録 松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

松前町議会　令和元年第2回定例会会議録 松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

ゼロイチ起業 深作浩一郎/著
サンライズパブ
リッシング

2018 335ﾌｶ

現代語訳 論語と算盤 渋沢栄一/著 筑摩書房 2010 335.13ｼﾌ

「節税・無借金」経営は今すぐやめなさい 久保龍太郎/著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2018 336.82ｸﾎ

これだけ差が出る相続税土地評価15事例　基礎
編

フジ総合鑑定/
著

クロスメディア・
マーケティング

2016 345.53ﾌｼ

親から始まるひきこもり回復　心理学が導く奇
跡を起こす５つのプロセス

桝田智彦/著 ハート出版 2019 367.68ﾏｽ

ヒマラヤに学校をつくる　カネなしコネなしの
僕と、見捨てられた子どもたちの挑戦

吉岡大祐/著 旬報社 2018
372.258ﾖ
ｼ

学校の「当たり前」をやめた。　生徒も教師も
変わる！公立名門中学校長の改革

工藤勇一/著 時事通信出版局 2019 376.38ｸﾄ

2019年7月の新しい本

２　　歴史・地理

３　　社会科学

1　　哲学・思想

０　　総　　　記
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超効率勉強法　最短の時間で最大の成果を手に
入れる

メンタリストＤ
ａｉＧｏ/著

学研プラス 2019 379.7ﾀｲ

人喰い　ロックフェラー失踪事件
カール・ホフマ
ン/著

亜紀書房 2019
382.247ﾎ
ﾌ

となりの野生ヒグマ　いま何が起きているのか
北海道新聞野生
生物基金/編

北海道新聞社 2019
H489.57ﾄ
ﾅ

選べなかった命　出生前診断の誤診で生まれた
子

河合香織/著 文藝春秋 2018 495.6ｶﾜ

医療における人間学の探究 山本和利/著 ゆみる出版 1999 498.04ﾔﾏ

資産家女子高生育成プロジェクト 久保龍太郎/著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2019 543.8ｸﾎ

ハンドメイドの宝石せっけんの教科書 木下和美/著 エクスナレッジ 2019 576.53ｷﾉ

森の国から届いたおばあちゃんの知恵
ヴィルヘルム・
グドュルン/
文・絵

WAVE出版 2013 590ｸﾄ

すてきなあなたに　よりぬき集
暮しの手帖編集
部/著

暮しの手帖社 2012 590ｸﾗ

コップひとつからはじめる自給自足の野菜づく
り百科

はたあきひろ/
文・イラスト

内外出版社 2019 626.9ﾊﾀ

AIに負けないためにすべての人が身につけるべ
き「営業学」

金川顕教/著 KADOKAWA 2019 673.3ｶﾅ

俺、つしま 2
おぷうのきょう
だい/著

小学館 2019 726.1ｵﾌ

なるほどデザイン　目で見て楽しむデザインの
本。

筒井美希/著
エムディエヌコー
ポレーション

2015 757ﾂﾂ

恥をかかないスピーチ力 齋藤孝/著 筑摩書房 2016 809.4ｻｲ

人もお金も動かす超スゴイ!文章術 金川顕教/著 すばる舎 2019 816ｶﾅ

50歳から始める英語　楽しいから結果が出る
「正しい勉強法」74のリスト

清涼院流水/著 幻冬舎 2019 830.7ｾｲ

雨の匂いのする夜に
椎名誠/写真と
文

朝日新聞出版 2015 915.6ｼｲ

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ　“あなたがくれた憎
しみ”

アンジー・トー
マス/作

岩崎書店 2018 933ﾄﾏ

ある作家の夕刻　フィッツジェラルド後期作品
集

スコット・
フィッツジェラ
ルド/著

中央公論新社 2019 933ﾌｲ

４　　自然科学

７　　芸術・スポーツ

９　　文　　　学

５　　工　　　業

６　　産　　　業

8　　言　　　語
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ひとの気持ちが聴こえたら　私のアスペルガー
治療記

ジョン・エル
ダー・ロビソン
/著

早川書房 2019 936ﾛﾋ

許されようとは思いません 芦沢央/著 新潮社 2019 BFｱｼ

生きてさえいれば 小坂流加/著 文芸社 2018 BFｺｻ

最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮敦人/著 ＴＯブックス 2016 BFﾆﾉ

最後の医者は雨上がりの空に君を願う　上 二宮敦人/著 ＴＯブックス 2018 BFﾆﾉ

最後の医者は雨上がりの空に君を願う　下 二宮敦人/著 ＴＯブックス 2018 BFﾆﾉ

貞子 牧野修/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 BFﾏｷ

高校事変 松岡圭祐/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 BFﾏﾂ

ノーサイド・ゲーム 池井戸潤/著 ダイヤモンド社 2019 Fｲｹ

宇賀島水軍伝 乾浩/著 郁朋社 2019 Fｲﾇ

むらさきのスカートの女 今村夏子/著 朝日新聞出版 2019 Fｲﾏ

キュー 上田岳弘/著 新潮社 2019 Fｳｴ

何度でも、紙飛行機がとどくまで 大城密/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 Fｵｵ

あとは切手を、一枚貼るだけ 小川洋子/著 中央公論新社 2019 Fｵｶ

とむらい屋颯太 梶よう子/著 徳間書店 2019 Fｶｼ

アタラクシア 金原ひとみ/著 集英社 2019 Fｶﾈ

マネーマッド 岸正龍/著
みらいパブリッシ
ング

2019 Fｷｼ

呪護 今野敏/著 KADOKAWA 2019 Fｺﾝ

亥子ころころ 西條奈加/著 講談社 2019 Fｻｲ

K2　復活のソロ 笹本稜平/著 祥伝社 2019 Fｻｻ

月人壮士 澤田瞳子/著 中央公論新社 2019 Fｻﾜ

待ち遠しい 柴崎友香/著 毎日新聞出版 2019 Fｼﾊ

悪の五輪 月村了衛/著 講談社 2019 Fﾂｷ

愛情漂流 辻仁成/著 竹書房 2019 Fﾂｼ

線は、僕を描く 砥上裕將/著 講談社 2019 Fﾄｶ

鬼人幻燈抄　葛野編　水泡の日々 中西モトオ/著 双葉社 2019 Fﾅｶ
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笑え、シャイロック 中山七里/著 KADOKAWA 2019 Fﾅｶ

119 長岡弘樹/著 文藝春秋 2019 Fﾅｶ

スーパー北斗殺人事件 西村京太郎/著 双葉社 2019 Fﾆｼ

育休刑事 似鳥鶏/著 幻冬舎 2019 Fﾆﾀ

この川のむこうに君がいる 濱野京子/著 理論社 2018 Fﾊﾏ

殺人犯対殺人鬼 早坂吝/著 光文社 2019 Fﾊﾔ

希望の糸 東野圭吾/著 講談社 2019 Fﾋｶ

夏の呼吸 藤澤仁/著 徳間書店 2019 Fﾌｼ

偽りの春 降田天/著 KADOKAWA 2019 Fﾌﾙ

芙蓉の干城 松井今朝子/著 集英社 2018 Fﾏﾂ

いかれころ 三国美千子/著 新潮社 2019 Fﾐｸ

泥の中を泳げ。　テレビマン佐藤玄一郎 吉川圭三/著 駒草出版 2019 Fﾖｼ

ふたご魔女の名前うらない3500
なまためひろみ
/著

ポプラ社 2018 J148ﾅﾏ

マンガ＆物語で読む偉人伝　渋沢栄一　津田梅
子　北里柴三郎

- 学研プラス 2019 J281ﾏﾝ

星の旅人 伊能忠敬と伝説の怪魚 小前亮/作 小峰書店 2018 J289ｲﾉ

もうひとつの屋久島から　世界遺産の森が伝え
たいこと

武田剛/著 フレーベル館 2018 J291ﾀｹ

季節のごちそう ハチごはん
横塚眞己人/写
真・文

ほるぷ出版 2018 J383ﾖｺ

生きものつかまえたらどうする？ 秋山幸也/文 偕成社 2014 J480ｱｷ

アレルギーのサバイバル 1 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 2019 J493ｺﾑ

メガネと視力のひみつ
ひろゆうこ/ま
んが

学研プラス 2019 J496ﾋﾛ

エアコンのひみつ
大富寺航/まん
が

学研プラス 2019 J582ｵｵ

乳酸菌のひみつ
おだぎみを/ま
んが

学研プラス 2019 J596ｵﾀ

そうだったのか！しゅんかん図鑑
伊知地国夫/写
真

小学館 2018 J746ｲﾁ

女子野球のひみつ
マンガデザイ
ナーズラボ/ま
んが

学研プラス 2019 J783ﾏﾝ

ぼくとニケ 片川優子/著 講談社 2018 J913ｶﾀ

J　　児 童 書
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魔女ののろいアメ 草野あきこ/作 ＰＨＰ研究所 2018 J913ｸｻ

ある晴れた夏の朝 小手鞠るい/著 偕成社 2018 J913ｺﾃ

かみさまにあいたい 当原珠樹/作 ポプラ社 2018 J913ﾄｳ

十年屋　時の魔法はいかがでしょう？ 廣嶋玲子/作 静山社 2018 J913ﾋﾛ

サイド・トラック　走るのニガテなぼくのラン
ニング日記

ダイアナ・ハー
モン・アシャー
/作

評論社 2018 J933ｱｼ

マンザナの風にのせて
ロイス・セパ
バーン/作

文研出版 2018 J933ｾﾊ

子ぶたのトリュフ
ヘレン・ピー
タース/文

さ・え・ら書房 2018 J933ﾋﾀ

心ってどこにあるのでしょう？
 いもとようこ/
絵

金の星社 2018 Eｲﾓ

しょうがっこうがだいすき
えがしらみちこ
/絵

学研プラス 2019 Eｴｶ

スタンリーとちいさな火星人
サイモン・
ジェームズ/作

あすなろ書房 2018 Eｼｴ

かべのむこうになにがある？
ブリッタ・テッ
ケントラップ/
作

ＢＬ出版 2018 Eﾃﾂ

どっち？どっち？アイヌはどっち？
なににぬこ/ぶ
ん・え

アイヌ民族文化財
団

2019 Eﾅﾆ

いまぼくはここにいる　きょうりゅうのサン 星野イクミ/絵 アリス館 2019 Eﾎｼ

ころべばいいのに
ヨシタケシンス
ケ/作

ブロンズ新社 2019 Eﾖｼ

信長協奏曲　1 石井あゆみ/著 小学館 2009 Cｲｼ

信長協奏曲　2 石井あゆみ/著 小学館 2010 Cｲｼ

信長協奏曲　3 石井あゆみ/著 小学館 2010 Cｲｼ

信長協奏曲　4 石井あゆみ/著 小学館 2011 Cｲｼ

信長協奏曲　5 石井あゆみ/著 小学館 2011 Cｲｼ

信長協奏曲　6 石井あゆみ/著 小学館 2012 Cｲｼ

信長協奏曲　7 石井あゆみ/著 小学館 2012 Cｲｼ

信長協奏曲　8 石井あゆみ/著 小学館 2013 Cｲｼ

信長協奏曲　9 石井あゆみ/著 小学館 2013 Cｲｼ

信長協奏曲　10 石井あゆみ/著 小学館 2014 Cｲｼ

Ｃ　　コ ミ ッ ク

E　　絵　　　本
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信長協奏曲　11 石井あゆみ/著 小学館 2014 Cｲｼ

信長協奏曲　12 石井あゆみ/著 小学館 2015 Cｲｼ
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