
令和元年１２月の新着図書【一般書】
横瀬町立図書館

No 書　　　　　　　　　名 著　者　名 出版社名

1 119 長岡弘樹 文藝春秋

2 逢う日　花咲く 青海野灰 メディアワークス

3 さよならの儀式 宮部みゆき 河出書房新社

4 八本目の槍 今村翔吾 新潮社

5 親を老人ホームに入れようと思ったときに読む本 小嶋勝利 海竜社

6 ガールズクラフトBOOK はっとりみどり 日東書院本社

7 「この中にお医者さんいますか？」に皮膚科医が・・・　心にしみる皮膚の話 大塚篤司 朝日新聞出版

8 罪の轍 奥田英朗 新潮社

9 明智光秀と本能寺の変 渡邊大門 筑摩書房

10 植物はおいしい 田中修 筑摩書房

11 緋色のマドンナ 那須田淳 ポプラ社

12 真田幸村 論創社 加藤玉秀

13 明日の僕に風が吹く 乾ルカ KADOKAWA

14 湘南夫人 石原慎太郎 講談社

15 アンジュと頭獅王 吉田修一 小学館

16 鉄の楽園 楡周平 新潮社

17 楽園の真下 萩原浩 文藝春秋

18 Ｉの悲劇 米澤穂信 文藝春秋

19 最高のパフォーマンスを実現する超健康法 メンタリストDaiGo PHP研究所

20 落日 湊かなえ KADOKAWA

21 山の神々 坂本大三郎 A＆F出版

22 いきもので読む 日本の神話 平藤喜久子 東洋館出版

23 川っぺリムコッタ 荻上直子 講談社

24 神前酔狂宴 古谷田奈月 河出書房新社

25 定価のない本 門井慶喜 東京創元社

26 風神雷神 Juppiter,Aeolus（上） 原田マハ PHP研究所

27 風神雷神 Juppiter,Aeolus（下） 原田マハ PHP研究所

28 ライオンのおやつ 小川糸 ポプラ社

29 駅から山あるき　関東版 ― JTBパブリッシング

30 生命式 村田沙耶香 河出書房新社

31 ひとりで生きる　大人の流儀（９） 伊集院静 講談社

32 怪談飯屋古狸 輪渡颯介 講談社

33 夜はおしまい 島本理生 講談社

34 カエルの小指 a murder of crows 道尾秀介 講談社

35 サンズイ 笹本稜平 光文社

36 介護のうしろから「がん」が来た！ 篠田節子 集英社

37 太陽はひとりぼっち 鈴木るりか 小学館

38 最果ての決闘者 逢坂剛 中央公論新社

39 背中の蜘蛛 誉田哲也 双葉社

40 夫のトリセツ 黒川伊保子 講談社

41 信長家臣明智光秀 金子拓 平凡社

42 麹町中校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること 工藤勇一 かんき出版

43 私が編みたいニット 朝日新聞出版編 朝日新聞出版

44 卵、牛乳、バターを使わないのに、驚くほどおいしい しぜんなおかし 今井ようこ NHK出版

45 世界の本屋さんめぐり ナカムラクニオ 産業編集センター

46 倒れるときは前のめり　ふたたび 有川ひろ KADOKAWA

47 十三の海鳴り 安部龍太郎 集英社

48 あの花/ここさけ/空青メモリアルブック 超平和バスターズ編 小学館

49 獣医さんが教える動物園のないしょ話 犬養ヒロ ぶんか社

50 ４コマ漫画で攻略！英語スピーキング 森秀夫 DHC

51 タスキメシ　箱根 額賀澪 小学館

52 人面瘡探偵 中山七里 小学館

53 その症状、がんのサインかもしれません 佐藤典宏 PHP研究所

54 ズボラでも痩せる！　ネコちゃんのゆるゆるダイエット塾 卵山玉子 KADOKAWA

55 カメラとにっぽん 日本カメラ博物館編 国書刊行会

56 まなの本棚 芦田愛菜 小学館

57 世界が僕らを嫌っても 片山恭一 河出書房新社

58 みちづれの猫 唯川恵 集英社

59 坂の上の赤い屋根 真梨幸子 徳間書店

60 わが殿（上） 畠中恵 文藝春秋

61 わが殿（下） 畠中恵 文藝春秋

62 魔法使いと最後の事件 東川篤哉 文藝春秋

63 偽善者たちへ 百田尚樹 新潮社

64 夜ふけに読みたい奇妙なイギリスのおとぎ話 和爾桃子、吉澤康子　編集 平凡社

65 着物地をリメイク！毎日使えるバッグ＆インテリアこもの 藤岡幸子 日東書院本社



令和元年１２月の新着図書【児童書】

No 書　　　　　　　　　名 著　者　名 出版社名

1 だれも知らない時間 安房直子 金の星社

2 ５４字の物語　史 氏田雄介、西村創 PHP研究所

3 さかながはねて 中川ひろたか 世界文化社

4 へんしん！いろいろれっしゃ ふくながじゅんぺい　作 交通新聞社

5 サン・サン・サンタ　ひみつきち かこさとし 白泉社

6 どうぶつパンパン ザ・キャビンカンパニー 白泉社

7 やさいばたけカーレース やぎたみこ 白泉社

8 フルーツふれんず　スイカちゃん 村上しいこ あかね書房

9 ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの算数　おもしろ攻略　算数まるわかり辞典 １～３年生版 小学館

10 ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの算数　おもしろ攻略　算数まるわかり辞典 ４～６年生版 小学館

11 ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの算数　おもしろ攻略　少数のかけ算・わり算がわかる 小学館

12 ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの算数　おもしろ攻略　分数のかけ算・わり算がわかる 小学館

13 ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの国語　おもしろ攻略　読書感想文が書ける 小学館

14 ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの国語　おもしろ攻略　漢字の書きじゅんがわかる　１～３年生 小学館

15 ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの理科　おもしろ攻略　力と電気・音・光がわかる 小学館

16 ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの理科　おもしろ攻略　天体（地球・月・太陽・星の動き）がわかる 小学館

17 ドラえもんの学習シリーズ　ドラえもんの英語　おもしろ攻略　すぐわかる！これから大事な英語 小学館

18 ちびねこのチュチュとスプーンのあかちゃん 二宮由紀子 岩崎書店

19 アッチとドッチのフルーツポンチ 角野栄子 ポプラ社

20 はりねずみくんのあかりマフラー はらだよしこ 講談社

21 生きかたルールブック 齋藤孝 監修 日本図書センター

22 よのなかルールブック 高濱正伸 監修 日本図書センター

23 ごめんなさい！ いもとようこ 金の星社

24 ふしぎな いどうどうぶつえん くさのたき 金の星社

25 ねことねこ 町田尚子 作 こぐま社

26 いれてくやさーい  わたなべあや ひかりのくに

27 グリドン　グリドン 宮西達也 ひかりのくに

28 なんでもモッテルさん 竹下文子 あかね書房

29 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂（１２） 廣嶋玲子 偕成社

30 ぶくのまつり縫い 神戸遥真 偕成社

31 やさいのがっこう キャベツくん おはなになる？ なかやみわ 白泉社

32 おじいちゃんがのこしたものは・・・ マイケル・モーパーゴ 評論社

33 おさかなかんこう あさくさかな 加藤休ミ BL出版

34 ふみきりくん えのもとえつこ 福音館書店

35 ひとりでおとまり まるやまあやこ 福音館書店

36 たいこ 桶勝朋巳 福音館書店

37 やぎのグッドウィン ドン・フリーマン 福音館書店

38 ノラネコぐんだん　カレーライス 工藤ノリコ 白泉社

39 ひとリでぼっち くすのきしげのり 学研

40 ゴロゴロゴロゴロ あきびんご くもん出版

41 おにぎり　もって 久住昌之 小学館

42 ももちゃん さとうめぐみ PHP研究所

43 わたしのちいさないもうと みうらとも 岩波書店

44 おうちをさがして ケント・テンプル 潮出版社

45 あかちゃんいまどのくらい？ スムリッティ・ブラダム＝ホルス 潮出版社

46 しょうがくせいのおばけずかん　かくれんぼう  斉藤洋宮本えつよし 講談社

47 ルーちゃんとクリスマスツリー 下村明香 福音館書店

48 の ｊｕｎａｉｄａ 福音館書店

49 あたまをつかった小さなおばあさん　がんばる ホープ・ニューウェル 福音館書店

50 あたまをつかった小さなおばあさん　のんびりする ホープ・ニューウェル 福音館書店

51 さいた　さいた　ゆきのはな 鈴木真実 講談社

52 リトルサンタ 丸山陽子 BL出版

53 ライオンとタカとアリになった男の子 菱木晃子 BL出版


