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〈一般〉

その話、諸説あります。 鈴木  悠介　他∥監修 日経ナショナルジオグラフィック社 2020年2月 049/ｿ

ニューヨーク・タイムズを守った男 デヴィッド  Ｅ  マクロー 毎日新聞出版 2020年3月 070.2/ﾏ

記者失格 柳澤  秀夫 朝日新聞出版 2020年3月 070.4/ﾔ

善とは何か　西田幾多郎『善の研究』講義 大熊  玄 新泉社 2020年4月 121.6/ﾆ

世界史の針が巻き戻るとき マルクス  ガブリエル ＰＨＰ研究所 2020年2月 134.9/ｶﾞ

  「新しい実在論」は世界をどう見ているか

仕事に使えるデカルト思考 「武器としての哲学」が身につく 齋藤  孝 ＰＨＰ研究所 2020年2月 135.2/ﾃﾞ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

サルトル  実存主義とは何か 海老坂  武 ＮＨＫ出版 2020年3月 135.5/ｻ

もうイライラしない！怒らない脳 茂木  健一郎 徳間書店 2020年3月 141.6/ﾓ

  怒る自分、キレる他人に対処する科学的メソッド

憂うつデトックス 「未来の不幸な自分」が幸せになる方法 大嶋  信頼 ワニブックス 2020年4月 146.8/ｵ

「自分」を生きる 坂東  眞理子 あさ出版 2020年2月 159.6/ﾊﾞ

  上手に生きるより潔く

７０代からの「女の輝き」「男の品格」 坂東  眞理子 他 宝島社 2020年2月 159.7/ﾊﾞ

本能寺前夜 西国をめぐる攻防 光成  準治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 210.4/ﾐ

江戸時代通説のウソ 日本史の謎検証委員会∥編 彩図社 2020年2月 210.5/ｻ

  最新研究でここまでわかった

ベトナム戦争と私 石川  文洋 朝日新聞出版 2020年2月 223.1/ｲ
  カメラマンの記録した戦場
残念な死に方事典 小和田  哲男∥監修 ワニブックス 2020年3月 281/ｻﾞ

清和天皇 神谷  正昌 吉川弘文館 2020年4月 288.4/ｶ

聖武天皇 帝王としての自覚と苦悩 寺崎  保広 山川出版社 2020年3月 288.4/ｼ

明智光秀と細川ガラシャ 井上  章一　他 筑摩書房 2020年3月 289.1/ｱ

  戦国を生きた父娘の虚像と実像

大地よ！ 宇梶  静江 藤原書店 2020年3月 289.1/ｳ

  アイヌの母神、宇梶静江自伝

南方熊楠と宮沢賢治 日本的スピリチュアリティの系譜 鎌田  東二 平凡社 2020年2月 289.1/ﾐ

中国・四国山歩きガイド ゆったり楽しむ 改訂版 山歩きの会  遊道山 メイツユニバーサルコンテンツ 2020年3月 291.7/ﾔ

福岡で食べたい１００のもの グルメ旅のスタイルガイド ＪＴＢパブリッシング 2020年3月 291.9/ﾌ

外国人だけが知っている「観光地ニッポン」 ステファン  シャウエッカー 大和書房 2020年2月 291/ｼ

サル化する世界 内田  樹 文藝春秋 2020年2月 304/ｳ

スティグリッツＰＲＯＧＲＥＳＳＩＶＥ  ＣＡＰＩＴＡＬＩＳＭ Ｅ  スティグリッツ 東洋経済新報社 2020年1月 332.5/ｽ
  （プログレッシブキャピタリズム）
社長って何だ！ 丹羽  宇一郎 講談社 2019年12月 335.1/ﾆ/ｹｲｴｲ

ボルカー回顧録 健全な金融、良き政府を求めて ポール Ａ  ボルカー 日本経済新聞出版社 2019年10月 338.2/ﾎﾞ

臨界点を超える世界経済 通貨と金をめぐる４大危機に備えよ 吉田  繁治 ビジネス社 2019年7月 338.9/ﾖ

上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください！ 上野  千鶴子　他 大和書房 2020年1月 367.1/ｳ

老～い、どん！ ７０～９０代あなたにも「ヨタヘロ期」がやってくる 樋口  恵子 婦人之友社 2019年12月 367.7/ﾋ

お母さんの自己肯定感を高める本 松村  亜里 ＷＡＶＥ出版 2020年2月 379.9/ﾏ

「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内  えみ ダイヤモンド社 2020年2月 385.9/ｽ

トコトンやさしい相対性理論の本 山﨑  耕造 日刊工業新聞社 2020年1月 421.2/ﾔ

時間はどこから来て、なぜ流れるのか？ 吉田  伸夫 講談社 2020年1月 421/ﾖ

  最新物理学が解く時空・宇宙・意識の「謎」

最後の講義  完全版  福岡伸一 福岡  伸一 主婦の友社 2020年3月 460.4/ﾌ

  どうして生命にそんなに価値があるのか

残酷な進化論 なぜ私たちは「不完全」なのか 更科  功 ＮＨＫ出版 2019年10月 467.5/ｻ

我々はどう進化すべきか 聖地ガラパゴス諸島の衝撃 長沼  毅 さくら舎 2020年1月 467.5/ﾅ

動物たちが教えてくれた「良い生き物」になる方法 サイ  モンゴメリー 河出書房新社 2019年10月 480.4/ﾓ

絶滅動物は甦らせるべきか？ ブリット  レイ 双葉社 2020年1月 480.9/ﾚ

  絶滅種復活の科学、倫理、リスク

空気を読む脳 中野  信子 講談社 2020年2月 491.37/ﾅ

人は、なぜ他人を許せないのか？ 中野  信子 アスコム 2020年1月 491.37/ﾅ

不調にすぐ効く顔つぼストレッチ 鈴木  康玄 産業編集センター 2020年1月 492.75/ｽ/ﾂﾎﾞ

「ボケたくない」という病 知識ゼロからの認知症入門 和田  秀樹 世界文化社 2020年4月 493.75/ﾜ



全身の不調が消えるすごい座りトレ 本多  奈美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 498.3/ﾎ/ｷﾝﾄﾚ

 全身の血流を改善し、体のゆがみ・痛み・しびれをリセットできる！

首・肩・腰・ひざ  痛くないカラダの使いかた 宮本  晋次 学研プラス 2020年4月 498.3/ﾐ/ｹﾝｺｳﾎｳ

なにをどれだけ食べたらいいの？ バランスのよい食事ガイド 香川  明夫∥監修 女子栄養大学出版部 2020年3月 498.55/ﾅ

やせる出汁 １日１杯飲むだけダイエット 工藤  孝文 アスコム 2019年6月 498.58/ｸ

月曜断食ビジュアルＢＯＯＫ 関口  賢 文藝春秋 2020年2月 498.58/ｾ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

日本のエネルギーが危ない！ 櫻井  よしこ　他∥監修 ワック 2020年3月 501.6/ﾆ

  ＷｉＬＬ  ＳＰＥＣＩＡＬ 保存版

西日本御城印徹底ガイド 見どころ・楽しみ方がわかる 小和田  哲男∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2020年3月 521.8/ﾆ

ドラえもんを本気でつくる 大澤  正彦 ＰＨＰ研究所 2020年2月 548.3/ｵ

すっきり暮らす新しい家事のワザ おさよさん　他 宝島社 2020年3月 590/ｽ

  暮らしの達人が伝授！ラクだから続けられる！

コスパの神様 篠原  充彦 ポプラ社 2020年3月 591/ｼ

結局、男の服は普通がいい 山田  耕史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 593.3/ﾔ

  世界一かんたん、一生使えるオシャレの方程式

家庭科３だった私がワードローブ１００％手作り服になりました。 津田  蘭子 ワニブックス 2020年4月 593/ﾂ

ジーンズで袋物 ブティック社 2020年1月 594.7/ｼﾞ/ｺﾞﾙ

しないヘアアレンジ 工藤  由布 サンマーク出版 2020年3月 595.4/ｸ

下腹だけ、凹ませる！ 岡部  正 宝島社 2020年3月 595.6/ｵ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

毎日おいしい！鶏むね肉レシピ 高たんぱく、低糖質のダイエット食材！ 牛尾  理恵 学研プラス 2020年4月 596.3/ｳ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

いつでも！どこでも！ワンバーナーレシピ ソトレシピ∥監修 池田書店 2020年3月 596.4/ｲ

大人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ“ｃｏｏｋ  ｋａｆｅｍａｒｕ” ｋａｆｅｍａｒｕ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年1月 596.65/ｶ

  の世界一作りやすいおうちスイーツ

週末が楽しくなる再現ごはん 人気店の味をおうちで！ かっちゃん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 596/ｶ/ｵﾚ

３分７分１５分ムダなく使い切り！ 主婦の友社∥編 主婦の友社 2020年3月 596/ｻ/ｵﾚ

  肉・魚介・大豆製品の人気おかず４４６品

ひとり料理超入門 簡単、健康、ときには贅沢 千葉  道子 農山漁村文化協会 2020年3月 596/ﾁ/ｵﾚ

グリーン 楽しむ工夫×いま取り入れたい観葉植物６４×基礎知識 境野  隆祐 翔泳社 2020年3月 627/ｻ

ねんどで作るナチュラルシックなブローチ１８６ ｆｕｊｉ‐ｇａｌｌｅｒｙ 誠文堂新光社 2020年2月 751.4/ﾌ/ｱｶ

古関裕而・金子（こせきゆうじ・きんこ） その言葉と人生 菊地  秀一 宝島社 2020年3月 762.1/ｺ

ビル・エヴァンス 没後４０年 増補決定版 河出書房新社 2020年3月 764.7/ｴ

黒澤明 生誕１１０年 河出書房新社 2020年2月 778.2/ｸ

最後の講義  完全版  大林宣彦 大林  宣彦 主婦の友社 2020年3月 778/ｵ

生き残る技術 野村  克也 竹書房 2020年2月 783.7/ﾉ

夢をかなえる力 浅田  真央 新書館 2020年2月 784.6/ｱ

  私がスケートから学んだこと

この本を書いたのは誰だ？ 統計で探る“文章の指紋” 村上  征勝 勉誠出版 2020年3月 801.6/ﾑ

話し方が上手くなる！声まで良くなる！１日１分朗読 魚住  りえ 東洋経済新報社 2020年3月 809.2/ｳ

話すチカラ 齋藤  孝　他 ダイヤモンド社 2020年2月 809.2/ｻ

山根基世の朗読読本 山根  基世 評論社 2015年4月 809.4/ﾔ/1

山根基世の朗読読本 ２ 山根  基世 評論社 2020年3月 809.4/ﾔ/2

世界ことわざ比較辞典 日本ことわざ文化学会∥編 岩波書店 2020年3月 814.4/ｾ

英語で聴く世界を変えた感動の名スピーチ 山中  伸弥∥〔ほか〕述 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 837.7/ｴ

ＢＯＯＫＭＡＲＫ 翻訳者による海外文学ブックガイド 金原  瑞人　他∥編 ＣＣＣメディアハウス 2019年10月 902/ﾌﾞ

芥川賞直木賞秘話 高橋  一清 青志社 2020年1月 910.2/ﾀ

太宰を読んだ人が迷い込む場所 齋藤  孝 ＰＨＰ研究所 2020年3月 910.2/ﾀﾞ

綴る女 評伝・宮尾登美子 林  真理子 中央公論新社 2020年2月 910.2/ﾐ

わたしの芭蕉 加賀  乙彦 講談社 2020年1月 911.3/ﾏ/ﾁｬ

シルバー川柳 千客万来編 みやぎシルバーネット　他∥編 河出書房新社 2020年3月 911.4/ｼ

音読でたのしむ思い出の童謡・唱歌 齋藤  孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 911.5/ｻ

大岡信『折々のうた』選 短歌１ 大岡  信 岩波書店 2020年2月 911/ｵ

大岡信『折々のうた』選 短歌２ 大岡  信 岩波書店 2020年3月 911/ｵ

老人初心者の覚悟 阿川  佐和子 中央公論新社 2019年12月 914.6/ｱ

晴れの日散歩 角田  光代 オレンジページ 2020年3月 914.6/ｶ

笑って生ききる 瀬戸内  寂聴 中央公論新社 2020年3月 914.6/ｾ

長生きしたいわけではないけれど。 曽野  綾子 ポプラ社 2020年2月 914.6/ｿ

ちょこっと、つまみ 阿川  佐和子　他 河出書房新社 2020年3月 914.6/ﾁ

惚れるマナー 大下  一真　他 中央公論新社 2020年3月 914.6/ﾎ



下級国民Ａ 赤松  利市 ＣＣＣメディアハウス 2020年3月 916/ｱ

〈ホームズ〉から〈シャーロック〉へ 偶像を作り出した人々の物語 マティアス  ボーストレム 作品社 2020年1月 930.2/ﾄﾞ

ＴＨＥ  ＬＹＲＩＣＳ LYRICS １９６１－１９７３ ボブ  ディラン 岩波書店 2020年3月 931.7/ﾃﾞ

ＴＨＥ  ＬＹＲＩＣＳ LYRICS １９７４－２０１２ ボブ  ディラン 岩波書店 2020年3月 931.7/ﾃﾞ

亀は死を招く エリザベス  フェラーズ 論創社 2020年1月 933.7/ﾌ

短編ミステリの二百年 １ モーム　他 東京創元社 2019年10月 B908/ﾀ/1

短編ミステリの二百年 ２ チャンドラー　他 東京創元社 2020年3月 B908/ﾀ/2

風の電話 狗飼  恭子 朝日新聞出版 2020年1月 BF/ｲﾇ

鎖国 辻番奮闘記 ３ 上田  秀人 集英社 2020年3月 BF/ｳｴ/3

京都伏見のあやかし甘味帖〔５〕 星めぐり、祇園祭の神頼み 柏  てん 宝島社 2020年2月 BF/ｶｼ/5

帝の刀匠 公家武者信平 ７ 佐々木  裕一 講談社 2020年2月 BF/ｻｻ/7

あきない世傳金と銀 瀑布篇（ばくふへん） ８ 髙田  郁 角川春樹事務所 2020年2月 BF/ﾀｶ/8

垂れ込み 警視庁追跡捜査係 堂場  瞬一 角川春樹事務所 2020年1月 BF/ﾄﾞｳ

迷路の始まり ラストライン ３ 堂場  瞬一 文藝春秋 2020年3月 BF/ﾄﾞｳ/3

あっけらかん よろず相談屋繁盛記 野口  卓 集英社 2020年1月 BF/ﾉｸﾞ/5

高校事変 ５ 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年1月 BF/ﾏﾂ/5

高校事変 ６ 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 BF/ﾏﾂ/6

もぐら新章  波濤（はとう） 矢月  秀作 中央公論新社 2020年3月 BF/ﾔｽﾞ

巴里マカロンの謎 米澤  穂信 東京創元社 2020年1月 BF/ﾖﾈ

ｍｅｄｉｕｍ（メディウム） 霊媒探偵  城塚翡翠 相沢  沙呼 講談社 2019年9月 F/ｱｲ

発注いただきました！ 朝井  リョウ 集英社 2020年3月 F/ｱｻ

イマジン？ 有川　ひろ 幻冬舎 2020年1月 F/ｱﾘ

あなたが私を竹槍で突き殺す前に 李  龍徳 河出書房新社 2020年3月 F/ｲ

雲を紡ぐ 伊吹　有喜 文藝春秋 2020年1月 F/ｲﾌﾞ

噓と正典 小川  哲 早川書房 2019年9月 F/ｵｶﾞ

歩道橋シネマ 恩田  陸 新潮社 2019年11月 F/ｵﾝ

ドミノｉｎ上海 恩田  陸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 F/ｵﾝ

罪人の選択 貴志  祐介 文藝春秋 2020年3月 F/ｷｼ

大親分！ アウトレイジな懲りない面々 北野  武 河出書房新社 2020年3月 F/ｷﾀ

清明 隠蔽捜査 ８ 今野  敏 新潮社 2020年1月 F/ｺﾝ

国道食堂 １ｓｔ  ｓｅａｓｏｎ 小路  幸也 徳間書店 2020年1月 F/ｼﾖ

絶対聖域 新堂  冬樹 講談社 2020年2月 F/ｼﾝ

ダーク・ブルー 真保  裕一 講談社 2020年3月 F/ｼﾝ

不可視都市 高島  雄哉 講談社 2020年3月 F/ﾀｶ

いいからしばらく黙ってろ！ 竹宮  ゆゆこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 F/ﾀｹ

地に這うものの記録 田中  慎弥 文藝春秋 2020年3月 F/ﾀﾅ

てしごと あさの  あつこ　他 徳間書店 2020年1月 F/ﾃｼ 

おんな職人日乗 時代小説アンソロジー

チーム ３ 堂場  瞬一 実業之日本社 2020年3月 F/ﾄﾞｳ

エール ＮＨＫ連続テレビ小説 上 中川  千英子∥ノベライズ ＮＨＫ出版 2020年3月 F/ﾅｶ

小説「安楽死特区」 長尾  和宏 ブックマン社 2019年12月 F/ﾅｶﾞ

鬼人幻燈抄 江戸編〔２〕 中西  モトオ 双葉社 2020年2月 F/ﾅｶ/3

流浪の月 凪良  ゆう 東京創元社 2019年8月 F/ﾅｷﾞ

わたしの美しい庭 凪良  ゆう ポプラ社 2019年12月 F/ﾅｷﾞ

新・紫式部日記 夏山  かほる 日本経済新聞出版社 2020年2月 F/ﾅﾂ

西日本鉄道殺人事件 西村  京太郎 新潮社 2020年1月 F/ﾆｼ

猫君 畠中  恵 集英社 2020年1月 F/ﾊﾀ

春とび娘 ヤッさん ５ 原  宏一 双葉社 2019年12月 F/ﾊﾗ

クスノキの番人 東野　圭吾 実業之日本社 2020年3月 F/ﾋｶﾞ

東京ホロウアウト 福田  和代 東京創元社 2020年3月 F/ﾌｸ

奈落 古市  憲寿 新潮社 2019年12月 F/ﾌﾙ

ＭＩＳＳＩＮＧ  失われているもの 村上  龍 新潮社 2020年3月 F/ﾑﾗ

今日もお疲れさま パンとスープとネコ日和 ５ 群  ようこ 角川春樹事務所 2020年1月 F/ﾑﾚ/5

あたしの拳が吼えるんだ 山本  幸久 中央公論新社 2020年2月 F/ﾔﾏ

魂の痕（きずあと） 梁  石日 河出書房新社 2020年1月 F/ﾔﾝ

誘拐屋のエチケット 横関  大 講談社 2020年3月 F/ﾖｺ

祟り神 怪談飯屋古狸 輪渡  颯介 講談社 2020年2月 F/ﾜﾀ/2

親方と神様 伊集院  静 あすなろ書房 2020年2月 SF/ｲｼﾞ



〈ティーンズ〉

心霊探偵八雲 ＡＮＯＴＨＥＲ  ＦＩＬＥＳ  沈黙の予言 神永  学 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 SBF/ｶﾐ

５分後に謎解きのラスト エブリスタ∥編 河出書房新社 2020年1月 SF/ｺﾞﾌ 
呪いの人形 中村  まさみ 金の星社 2020年1月 SF/ﾅｶ
オーバーロード １４ 丸山  くがね ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 SF/ﾏﾙ/14

〈児童〉

ドラえもん社会ワールド  世界の地理とくらし 藤子  Ｆ  不二雄∥まんが 小学館 2020年4月 29/ﾌ

熊本城復活大作戦 地震から二十年かけて進む道のり 佐和  みずえ くもん出版 2020年3月 36/ｻ

小学校では学べない家族と友だち 齋藤  孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 36/ｻ

ホントに食べる？世界をすくう虫のすべて 内山  昭一∥監修 文研出版 2020年4月 38/ﾎ

じつは食べられるいきもの事典 「食べる」とは人間の歴史そのもの 松原  始　ほか 宝島社 2020年3月 38/ﾏ

植物たちの生き残り大作戦 おもしろ図鑑 藤井  義晴 新星出版社 2020年4月 47/ﾌ

オランウータンに会いたい 久世  濃子 あかね書房 2020年3月 48/ｸ

世界のヘンテコ鳥大集合 柴田  佳秀 子どもの未来社 2020年2月 48/ｼ

ヒグマ 竹田津  実 アリス館 2020年3月 48/ﾀ

かなへび 竹中  践 福音館書店 2020年4月 48/ﾀ

大人になってこまらないマンガで身につく正しい姿勢で元気な体 野井  真吾∥監修 金の星社 2020年2月 49/ｵ

プラスチックモンスターをやっつけよう！ きみが地球のためにできること 高田  秀重∥監修 クレヨンハウス 2020年4月 51/ﾌﾟ

こまったさんのレシピブック 寺村  輝夫∥レシピ原案 あかね書房 2020年2月 59/ｺ/ﾘｮｳﾘ

１０分で読めるオリンピック・パラリンピック物語 大野  益弘∥編著 あかね書房 2020年3月 78/ｵ

  永遠の友情

１０分で読めるオリンピック・パラリンピック物語 大野  益弘∥編著 あかね書房 2020年3月 78/ｵ

  信頼と情熱

１０分で読めるオリンピック・パラリンピック物語 大野  益弘∥編著 あかね書房 2020年3月 78/ｵ

  世界の頂点

１０分で読めるオリンピック・パラリンピック物語 大野  益弘∥編著 あかね書房 2020年3月 78/ｵ

  絶望と復活

１０分で読めるオリンピック・パラリンピック物語 大野  益弘∥編著 あかね書房 2020年3月 78/ｵ

  譲れぬ激闘

マンガで覚える図解花札の基本 山本  茂∥監修 つちや書店 2020年2月 79/ﾏ

まいごのしにがみ いとう　みく 理論社 2020年2月 91/ｲ

こだまでしょうか？ いちどは失われたみすゞの詩 金子  みすゞ∥詩 フレーベル館 2020年1月 91/ｶ/ｷ

こころ 金子みすゞ詩集 金子  みすゞ∥詩 講談社 2020年1月 91/ｶ/ｷ

だれにもいわずにおきましょう 金子  みすゞ∥童謡 フレーベル館 2020年3月 91/ｶ/ｷ

しらゆきちりか  ちっちゃいな 大島  妙子 ＰＨＰ研究所 2020年2月 91/ｸ

てれるぜ 工藤直子詩集 工藤  直子∥詩 講談社 2020年3月 91/ｸ/ｷ

フラワーショップの亡霊 斉藤  洋 あかね書房 2020年2月 91/ｻ

えんそくのおばけずかん おいてけバスカイド 斉藤  洋 講談社 2020年3月 91/ｻ/ｺﾜｲ

ぼくらのいじめ救出作戦 宗田  理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 91/ｿ

ぞうさん まど・みちお詩集 まど  みちお∥詩 講談社 2020年2月 91/ﾏ/ｷ

キミと、いつか。 星空の“願い” 〔１３〕 宮下  恵茉 集英社 2020年3月 91/ﾐ/13

名探偵ポアロ  オリエント急行の殺人 アガサ  クリスティー 早川書房 2020年3月 93/ｸ

そして誰もいなくなった アガサ  クリスティー 早川書房 2020年3月 93/ｸ

アーニャは、きっと来る マイケル  モーパーゴ 評論社 2020年3月 93/ﾓ

いちご 荒井　真紀 小学館 2020年2月 E/ｱ

たまごにいちゃんとげんちゃん あきやま  ただし 鈴木出版 2020年3月 E/ｱ

空色のゆりいす いもと  ようこ 金の星社 2020年1月 E/ｲ

ねずみくんはめいたんてい 上野  紀子 ポプラ社 2020年4月 E/ｳ

あたまとんとんたたいたら ザ  キャビンカンパニー 鈴木出版 2020年3月 E/ｻﾞ

くすのきだんちのねむりいす 末崎  茂樹 ひかりのくに 2020年3月 E/ｽ

オニガシマラソン トロル 教育画劇 2020年2月 E/ﾄ

どんなふうにみえるの？ はた  こうしろう 鈴木出版 2020年3月 E/ﾊ

ティモシーとサラ  たのしいおうち 芭蕉  みどり ポプラ社 2020年3月 E/ﾊﾞ
はやくちことばのさんぽみち 広野  多珂子 アリス館 2020年3月 E/ﾋ
いつつごうさぎのきっさてん まつお  りかこ 岩崎書店 2020年2月 E/ﾏ
きょうからほいくえん エヴァ  モンタナーリ 岩崎書店 2020年1月 E/ﾓ



〈高千帆分館〉

あきない世傳金と銀 瀑布篇（ばくふへん） ８ 髙田  郁 角川春樹事務所 2020年2月 BF/ﾀｶ/8

〈赤崎分館〉

早川一光の「こんなはずじゃなかった」 早川  一光∥〔述〕 ミネルヴァ書房 2020年2月 498/ﾊ
  わらじ医者からの最期のメッセージ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。


