
書　　　　　　　名 編 著 者 名 発行元 発行年 請求記号

子どもに本を買ってあげる前に読む本　現代子
どもの本事情

赤木かん子/著 ポプラ社 2008 019.5ｱｶ

マンガでわかる世界の名著
NHK「100分
de名著」制作班
/著

ＳＢクリエイティ
ブ

2020 028ﾏﾝ

抜萃のつゞり　その79 - 熊平製作所 2020 159ﾊﾂ

パズるの法則　奇跡は常に2人以上
ひすいこたろう
/著

大和書房 2019 159ﾋｽ

曹洞宗と天皇制を考える 吉田時夫/著 文芸社 2014 188.82ﾖｼ

「いのち」を蘇らせるのが住職　死と宣告する
のが医師

吉田時夫/著 文芸社 2016 188.84ﾖｼ

麒麟がくる　明智光秀とその時代
木下まゆみ/編
集人

ＮＨＫ出版 2019 289ｱｹ

北海道市町村要覧 2019
北海道総合政策
部地域振興局市
町村課/編

北海道市町村振興
協会

2019 H318.2ﾎﾂ

松前町議会　令和元年第7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8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　令和元年議会改革に関する調査特
別委員会（第1回）

松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

松前町議会　令和元年水道事業経営戦略策定に
関する調査特別委員会（第1回）

松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

松前町議会　令和元年水道事業経営戦略策定に
関する調査特別委員会（第2回）

松前町議会 松前町議会 2019 H318ﾏﾂ

平和を欲すれば正義を培え
国際労働事務局
/著

ILO駐日事務所 2019 366.12ｺｸ

聖なるズー 濱野ちひろ/著 集英社 2019 367.9ﾊﾏ

介護支援専門員基本テキスト　1　介護保険制
度と介護支援

介護支援専門員
テキスト編集委
員会/編集

長寿社会開発セン
ター

2018 369.17ｶｲ

介護支援専門員基本テキスト　2　介護保険
サービス

介護支援専門員
テキスト編集委
員会/編集

長寿社会開発セン
ター

2018 369.17ｶｲ

介護支援専門員基本テキスト　3　高齢者保健
医療・福祉の基礎知識

介護支援専門員
テキスト編集委
員会/編集

長寿社会開発セン
ター

2018 369.17ｶｲ

2020年3月の新しい本

1　　哲学・思想

２　　歴史・地理

３　　社会科学

０　　総　　　記
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高齢者施設お金・選び方・入居の流れがわかる
本　親の介護に限界を感じる前に!

太田差惠子/著 翔泳社 2019
369.263ｵ
ｵ

捧酒箸　イクパスイ
アイヌ民族文化
財団/企画・制
作

アイヌ民族文化財
団

2019 H382.1ｱｲ

アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告　第19
号

アイヌ民族文化
財団/編集

アイヌ民族文化財
団

2020 H382.1ｱｲ

アイヌ民族:歴史と現在 未来を共に生きるため
に 中学生用

小・中学生向け
副読本編集委員
会/編集・執筆

アイヌ民族文化財
団

2019 H382.1ｱｲ

アイヌ民族:歴史と現在 未来を共に生きるため
に 教師用指導書

小・中学生向け
副読本編集委員
会/編集・執筆

アイヌ民族文化財
団

2019 H382.1ｱｲ

日本の昔話　1　若狭の昔話 稲田浩二/編者 日本放送出版協会 1972 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　2　アイヌの昔話 浅井亨/編者 日本放送出版協会 1972 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　3　久永ナオマツ嫗の昔話 山下欣一/編者 日本放送出版協会 1973 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　4　羽前の昔話 武田正/編者 日本放送出版協会 1973 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　5　伊予の昔話 和田良誉/編者 日本放送出版協会 1973 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　6　近江の昔話 笠井典子/編者 日本放送出版協会 1973 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　7　奄美諸島の昔話 田畑英勝/編者 日本放送出版協会 1974 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　8　越後の昔話 水沢謙一/編者 日本放送出版協会 1974 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　9　美作の昔話 立石憲利/編者 日本放送出版協会 1974 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　10　遠野の昔話
遠野民話同好会
/編者

日本放送出版協会 1975 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　11　永浦誠喜翁の昔話 宮城
佐々木徳夫/編
者

日本放送出版協会 1975 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　12　東瀬戸内の昔話 柴口成浩/編者 日本放送出版協会 1975 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　13　紀伊半島の昔話
京都女子大学説
話文学研究会/
編者

日本放送出版協会 1975 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　14　出雲の昔話 立石憲利/編者 日本放送出版協会 1976 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　15　伯耆の昔話 福田晃/編者 日本放送出版協会 1976 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　16　美濃の昔話 稲田浩二/編者 日本放送出版協会 1977 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　17　浪速の昔話 笠井典子/編者 日本放送出版協会 1977 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　18　備後の昔話 稲田和子/編者 日本放送出版協会 1977 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　19　肥後の昔話 浜名志松/編者 日本放送出版協会 1977 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　20　羽後の昔話 今村泰子/編者 日本放送出版協会 1977 388.1ﾆﾎ
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日本の昔話　21　丹後の昔話 岡節三/編者 日本放送出版協会 1978 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　22　下野の昔話 小堀修一/編者 日本放送出版協会 1978 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　23　西瀬戸内の昔話 柴口成浩/編者 日本放送出版協会 1978 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　24　対馬の昔話 宮本正興/編者 日本放送出版協会 1978 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　25　土佐の昔話 坂本正夫/編者 日本放送出版協会 1979 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　26　加賀の昔話
加能昔話研究会
/編者

日本放送出版協会 1979 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　27　石見の昔話 酒井董美/編者 日本放送出版協会 1979 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　28　武蔵の昔話
池上真理子/編
者

日本放送出版協会 1979 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　29　信濃の昔話 岩瀬博/編者 日本放送出版協会 1980 388.1ﾆﾎ

日本の昔話　30　沖縄の昔話 福田晃/編者 日本放送出版協会 1980 388.1ﾆﾎ

うちの夫が糖尿病になっちゃった!　ズボラ夫が
血糖値を下げた方法

マルコ/著 日本実業出版社 2020
493.123ﾏ
ﾙ

女性の「コレステロール」「中性脂肪」はこう
して落とす!

天野惠子/著 PHP研究所 2017 493.2ｱﾏ

ジフテリア予防接種禍事件　戦後史の闇と子ど
もたち

田井中克人/著 かもがわ出版 2012 493.82ﾀｲ

月曜断食ビジュアルBOOK 関口賢/著 文藝春秋 2020 498.58ｾｷ

グレタたったひとりのストライキ
マレーナ・エル
ンマン/著

海と月社 2019 519ｸﾚ

志麻さんのベストおかず　いつもの食材が三ツ
星級のおいしさに

タサン志麻/著 扶桑社 2020 596ﾀｻ

サブスクリプション実践ガイド　安定収益を生
み出すビジネスモデルのつくり方

佐川隼人/著 英治出版 2019 675ｻｶ

神田松之丞講談入門 神田松之丞/著 河出書房新社 2018 779.12ｶﾝ

敬語ネイティブになろう!! 草薙裕/著 くろしお出版 2006 815.8ｸｻ

日本文学全集05　源氏物語　下
池澤夏樹/個人
編集

河出書房新社 2020 913.36ﾆﾎ

メインテーマは殺人
アンソニー・ホ
ロヴィッツ/著

東京創元社 2019 933ﾎﾛ

５　　工　　　業

７　　芸術・スポーツ

９　　文　　　学

8　　言　　　語

４　　自然科学

６　　産　　　業
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消えた十手 風野真知雄/著 双葉社 2007 BFｶｾ

風鳴の剣 風野真知雄/著 双葉社 2008 BFｶｾ

空飛ぶ岩 風野真知雄/著 双葉社 2008 BFｶｾ

陽炎の刃 風野真知雄/著 双葉社 2008 BFｶｾ

秘剣封印 風野真知雄/著 双葉社 2008 BFｶｾ

卑怯三刀流 風野真知雄/著 双葉社 2009 BFｶｾ

幽霊剣士 風野真知雄/著 双葉社 2009 BFｶｾ

弥勒の手 風野真知雄/著 双葉社 2009 BFｶｾ

風神雷神 風野真知雄/著 双葉社 2010 BFｶｾ

初秋の剣 風野真知雄/著 二見書房 2006 BFｶｾ

菩薩の船 風野真知雄/著 二見書房 2007 BFｶｾ

善鬼の面 風野真知雄/著 二見書房 2008 BFｶｾ

神奥の山 風野真知雄/著 二見書房 2008 BFｶｾ

凶刃 勝目梓/著 広済堂出版 1992 BFｶﾂ

あしあと 勝目梓/著 文藝春秋 2016 BFｶﾂ

怨讐の冬ふたたび 勝目梓/著 祥伝社 2001 BFｶﾂ

モザイク 勝目梓/著 祥伝社 2007 BFｶﾂ

猟人の王国 勝目梓/著 祥伝社 2004 BFｶﾂ

爛れ火 勝目梓/著 祥伝社 2006 BFｶﾂ

ある殺人者の回想 勝目梓/著 講談社 2016 BFｶﾂ

死支度 勝目梓/著 講談社 2013 BFｶﾂ

秘事 勝目梓/著 光文社 2017 BFｶﾂ

鬼役25　引導 坂岡真/著 光文社 2018 BFｻｶ

鬼役26　金座 坂岡真/著 光文社 2019 BFｻｶ

鬼役27　公方 坂岡真/著 光文社 2019 BFｻｶ

大江戸人情小太刀 坂岡真/著 双葉社 2004 BFｻｶ

残情十日の菊 坂岡真/著 双葉社 2005 BFｻｶ
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遠雷雨燕 坂岡真/著 双葉社 2005 BFｻｶ

富の突留札 坂岡真/著 双葉社 2005 BFｻｶ

あやめ河岸 坂岡真/著 双葉社 2006 BFｻｶ

子授け銀杏 坂岡真/著 双葉社 2006 BFｻｶ

仇だ桜 坂岡真/著 双葉社 2007 BFｻｶ

濁り鮒 坂岡真/著 双葉社 2007 BFｻｶ

雪見舟 坂岡真/著 双葉社 2007 BFｻｶ

散り牡丹 坂岡真/著 双葉社 2008 BFｻｶ

盗賊かもめ 坂岡真/著 双葉社 2008 BFｻｶ

あきない世傳金と銀　5　転流篇 高田郁/著 角川春樹事務所 2018 BFﾀｶ

あきない世傳金と銀　6　本流篇 高田郁/著 角川春樹事務所 2019 BFﾀｶ

あきない世傳金と銀　7　碧流篇 高田郁/著 角川春樹事務所 2019 BFﾀｶ

あきない世傳金と銀　8　瀑布篇 高田郁/著 角川春樹事務所 2020 BFﾀｶ

花だより 高田郁/著 角川春樹事務所 2018 BFﾀｶ

グッドバイ 朝井まかて/著 朝日新聞出版 2019 Fｱｻ

茶聖 伊東潤/著 幻冬舎 2020 Fｲﾄ

ねなしぐさ 　平賀源内の殺人 乾緑郎/著 宝島社 2020 Fｲﾇ

雲を紡ぐ 伊吹有喜/著 文藝春秋 2020 Fｲﾌ

しゃもぬまの島 上畠菜緒/著 集英社 2020 Fｳｴ

楡の墓 浮穴みみ/著 双葉社 2020 Fｳｷ

去年の雪 江國香織/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020 Fｴｸ

まち 小野寺史宣/著 祥伝社 2019 Fｵﾉ

うちの父が運転をやめません 垣谷美雨/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020 Fｶｷ

水槽の中の女 勝目梓/著 中央公論新社 2016 Fｶﾂ

まむし三代記 木下昌輝/著 朝日新聞出版 2020 Fｷﾉ

七度笑えば、恋の味 古矢永塔子/著 小学館 2020 Fｺﾔ

清明　隠蔽捜査　8 今野敏/著 新潮社 2020 Fｺﾝ
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歌舞伎座の怪紳士 近藤史恵/著 徳間書店 2020 Fｺﾝ

せき越えぬ 西條奈加/著 新潮社 2019 Fｻｲ

抵抗都市 佐々木譲/著 集英社 2019 Fｻｻ

言の葉は、残りて 佐藤雫/著 集英社 2020 Fｻﾄ

最後の将軍　徳川慶喜 司馬遼太郎/著 文芸春秋 1997 Fｼﾊ

君が異端だった頃 島田雅彦/著 集英社 2019 Fｼﾏ

コープス・ハント 下村敦史/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020 Fｼﾓ

君がいないと小説は書けない 白石一文/著 集英社 2020 Fｼﾗ

犬のかたちをしているもの 高瀬隼子/著 集英社 2020 Fﾀｶ

いいからしばらく黙ってろ! 竹宮ゆゆこ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020 Fﾀｹ

命の一升瓶　パラオからの引揚船 田邉泉/著 文芸社 2019 Fﾀﾅ

騒がしい楽園 中山七里/著 朝日新聞出版 2020 Fﾅｶ

鬼人幻燈抄 3　江戸編　残雪酔夢 中西モトオ/著 双葉社 2020 Fﾅｶ

帝都地下迷宮 中山七里/著 ＰＨＰ研究所 2020 Fﾅｶ

終の盟約 楡周平/著 集英社 2020 Fﾆﾚ

別れの季節　お鳥見女房 諸田玲子/著 新潮社 2019 Fﾓﾛ

AIって何だろう?　人工知能が拓く世界
関和之/マン
ガ・イラスト

旺文社 2020 J007ｾｷ

アイヌ民族:歴史と現在 未来を共に生きるため
に 小学生用

小・中学生向け
副読本編集委員
会/編集・執筆

アイヌ民族文化財
団

2019 J382ｱｲ

日本のこと　伝統・文化・風習
森崎達也/マン
ガ・イラスト

旺文社 2020 J382ﾓﾘ

ゴミの島のサバイバル ゴムドリco./文 朝日新聞出版 2020 J518ｺﾑ

宅配ロッカー・宅配ボックスのひみつ
トミイ大塚/ま
んが

学研プラス 2019 J685ﾄﾐ

すみっコぐらしをさがせ♪ 2
主婦と生活社/
編集

主婦と生活社 2019 J798ｽﾐ

鬼の橋 伊藤遊/作 福音館書店 1998 J913ｲﾄ

小説　映画ドラえもん　のび太の新恐竜 涌井学/著 小学館 2020 J913ﾜｸ

E　　絵　　　本

J　　児 童 書
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映画きかんしゃトーマスチャオ!とんでうたって
ディスカバリー!!

ウィルバート・
オードリー/原
作

ポプラ社 2020 Eｵﾄ

くじらすくい
たなかやすひろ
/絵

BL出版 2019 Eﾀﾅ

はっはっはくしょーん
ちゅうがんじた
かむ/絵

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020 Eﾁﾕ

さくらがさくと
とうごうなりさ
/作

福音館書店 2020 Eﾄｳ

ムーミン谷のなかまたち　リトルミイがやって
きた

トーベ・ヤンソ
ン/原案

徳間書店 2020 Eﾄﾍ

はじまるよはじまるよ
とよたかずひこ
/作

世界文化社 2020 Eﾄﾖ

ぴのちゃんとさむさむねこ
松丘コウ/作・
絵

BL出版 2019 Eﾏﾂ
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