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いちばんやさしい60代からのLINE 第2版 増田由紀／著 日経BP 2020
007.353ﾏ
ｽ

スマホ人生戦略 お金・教養・フォロワー35の
行動スキル

堀江貴文／著 学研プラス 2020 159ﾎﾘ

寂庵コレクション Vol.2　あなたは、大丈夫 瀬戸内寂聴／著 光文社 2020 188.44ｾﾄ

平安貴族 橋本義彦／著 平凡社 2020 210.36ﾊｼ

松前町議会　令和2年第1回定例会会議録 松前町議会 松前町議会 2020 H318ﾏﾂ

松前町議会　令和2年予算審査特別委員会会議
録

松前町議会 松前町議会 2020 H318ﾏﾂ

松前町議会　令和2年議会改革に関する調査特
別委員会（第2回）

松前町議会 松前町議会 2020 H318ﾏﾂ

松前町議会　令和2年水道事業経営戦略策定に
関する調査特別委員会（第3回）

松前町議会 松前町議会 2020 H318ﾏﾂ

ルポ老人受刑者 斎藤充功／著 中央公論新社 2020 326.52ｻｲ

お墓のことを考えたらこの1冊　第3版 石原豊昭／著 自由国民社 2020 385.6ｲｼ

一度読んだらクセになる!おもしろ化学ネタ50 齋藤勝裕／著 秀和システム 2020 430.4ｻｲ

痛みと不調を自分で治す人体力学 井本邦昭／著 学研プラス 2020 492.79ｲﾓ

「一生サビない脳」をつくる生活習慣35　齋藤
孝60歳が毎日やってる!

齋藤孝／著 ビジネス社 2020 498.39ｻｲ

ゴーンショック　日産カルロス・ゴーン事件の
真相

朝日新聞取材班
／著

幻冬舎 2020
537.067ｺ
ﾝ

食品企業の成功する通販・直販ビジネス　地
方・中小が圧倒的に有利!

トゥルーコンサ
ルティング株式
会社／著

同文舘出版 2020 588.09ｼﾖ

一般論はもういいので、私の老後のお金「答
え」をください!

井戸美枝／著 日経BP 2020 591ｲﾄ

進化する里山資本主義 藻谷浩介／監修
ジャパンタイムズ
出版

2020 601.1ｼﾝ

５　　工　　　業

４　　自然科学

６　　産　　　業

2020年6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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キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン
マーク・アロン
ソン／著

あすなろ書房 2019
740.253ｱ
ﾛ

大人のカルトナージュ　トワル・ド・ジュイで
楽しむ豊かな毎日

永島聡美／著 日本ヴォーグ社 2017 754.9ﾅｶ

希林のコトダマ　樹木希林のコトバと心をみが
いた98冊の保存本

椎根和／著 芸術新聞社 2020 778.21ｼｲ

パラリンピックと日本　知られざる60年史 田中圭太郎／著 集英社 2020 780.69ﾀﾅ

天才の考え方　藤井聡太とは何者か? 加藤一二三／著 中央公論新社 2020 796.04ｶﾄ

サガレン　樺太/サハリン境界を旅する 梯久美子／著 KADOKAWA 2020 915.6ｶｹ

あの本は読まれているか
ラーラ・プレス
コット／著

東京創元社 2020 933ﾌﾚ

ザ・チェーン連鎖誘拐　上
エイドリアン・
マッキンティ／
著

早川書房 2020 933ﾏﾂ

ザ・チェーン連鎖誘拐　下
エイドリアン・
マッキンティ／
著

早川書房 2020 933ﾏﾂ

シェイクスピア&カンパニー書店の優しき日々
ジェレミー・
マーサー／著

河出書房新社 2020 936ﾏｻ

縫いながら、紡ぎながら
アニエス・マル
タン・リュガン
／著

TAC出版 2020 953ﾏﾙ

コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョル
ダーノ／著

早川書房 2020 974ｼﾖ

立花三将伝 赤神諒／著 講談社 2020 Fｱｶ

まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬まる／著 祥伝社 2020 Fｱﾔ

うめももさくら 石田香織／著 朝日新聞出版 2020 Fｲｼ

死者との対話 石原慎太郎／著 文藝春秋 2020 Fｲｼ

金の顔 菊野啓／著 幻冬舎 2020 Fｷｸ

チンギス紀　七　虎落 北方謙三／著 集英社 2020 Fｷﾀ

駆け入りの寺 澤田瞳子／著 文藝春秋 2020 Fｻﾜ

恋愛未満 篠田節子／著 光文社 2020 Fｼﾉ

黙 辻堂魁／著 光文社 2020 Fﾂｼ

あの日の交換日記 辻堂ゆめ／著 中央公論新社 2020 Fﾂｼ

あふれる家 中島さなえ／著 朝日新聞出版 2020 Fﾅｶ

７　　芸術・スポーツ

９　　文　　　学
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四神の旗 馳星周／著 中央公論新社 2020 Fﾊｾ

少年と犬 馳星周／著 文藝春秋 2020 Fﾊｾ

クスノキの番人 東野圭吾／著 実業之日本社 2020 Fﾋｶ

東京ホロウアウト 福田和代／著 東京創元社 2020 Fﾌｸ

妖の掟 誉田哲也／著 文藝春秋 2020 Fﾎﾝ

52ヘルツのクジラたち 町田そのこ／著 中央公論新社 2020 Fﾏﾁ

江戸の夢びらき 松井今朝子／著 文藝春秋 2020 Fﾏﾂ

カケラ 湊かなえ／著 集英社 2020 Fﾐﾅ

告解 薬丸岳／著 講談社 2020 Fﾔｸ

鬼滅の刃 しあわせの花
矢島綾／[ノベ
ライズ]著

集英社 2019 Fﾔｼ

鬼滅の刃2 片羽の蝶
矢島綾／[ノベ
ライズ]著

集英社 2019 Fﾔｼ

廉太郎ノオト 谷津矢車／著 中央公論新社 2019 Fﾔﾂ

永遠の夏をあとに 雪乃紗衣／著 東京創元社 2020 Fﾕｷ

暴虎の牙 柚月裕子／著 KADOKAWA 2020 Fﾕｽ

ブラッド・ロンダリング　警視庁捜査一課殺人
犯捜査二係

吉川英梨／著 河出書房新社 2020 Fﾖｼ

流星シネマ 吉田篤弘／著 角川春樹事務所 2020 Fﾖｼ

平和のバトン　広島の高校生たちが描いた8月6
日の記憶

弓狩匡純／著 くもん出版 2019 J319ﾕｶ

みんなを支える生命保険 生き方と自助のひみつ こめ助／まんが 学研プラス 2020 J339ｺﾒ

北極と南極の「へぇ〜」くらべてわかる地球の
こと

中山由美／文・
写真

学研プラス 2019 J462ﾅｶ

もふもふ動物の赤ちゃん 小宮輝之／監修 学研プラス 2020 J480ｺﾐ

セメントのひみつ
工藤ケン／まん
が

学研プラス 2020 J511ｸﾄ

建設機械提案サービスのひみつ
あさだみほ／ま
んが

学研プラス 2020 J513ｱｻ

燃料電池自動車のひみつ 水木繁／まんが 学研プラス 2020 J537ﾐｽ

銅のひみつ
山口育孝／まん
が

学研プラス 2020 J565ﾔﾏ

天使のにもつ いとうみく／著 童心社 2019 J913ｲﾄ

月と珊瑚 上條さなえ／著 講談社 2019 J913ｶﾐ

J　　児 童 書
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願いを叶える雑貨店 黄昏堂 桐谷直／著 PHP研究所 2020 J913ｷﾘ

青いあいつがやってきた!? 松井ラフ／作 文研出版 2019 J913ﾏﾂ

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上 一平／作 新日本出版社 2019 J913ﾓｶ

タヌキのきょうしつ 山下明生／作 あかね書房 2019 J913ﾔﾏ

ねこと王さま
ニック・シャ
ラット／作・絵

徳間書店 2019 J933ｼﾔ

11番目の取引
アリッサ・ホリ
ングスワース／
作

鈴木出版 2019 J933ﾎﾘ

フラミンゴボーイ
マイケル・モー
パーゴ／作

小学館 2019 J933ﾓﾊ

飛ぶための百歩
ジュゼッペ・
フェスタ／作

岩崎書店 2020 J973ﾌｴ

おばけのまめ　光る限定版
accototo／え
とぶん

ポエムピース 2017 Eｱﾂ

おれ、よびだしになる 石川えりこ／絵 アリス館 2019 Eｲｼ

じごくにアイス 澤野秋文／絵
ひさかたチャイル
ド

2020 Eｻﾜ

ヒロシマ消えたかぞく 鈴木六郎／写真 ポプラ社 2019 Eｽｽ

ながーい5ふん みじかい5ふん
オリヴィエ・タ
レック／絵

光村教育図書 2019 Eﾀﾚ

アンパンマンとぴいちくもり
やなせ たかし／
作・絵

フレーベル館 2020 Eﾔﾅ

ぼくのうた、なんだっけ?
ヘンドリック・
ヨナス／作 絵

偕成社 2020 Eﾖﾅ

E　　絵　　　本
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