
タイトル 著者 出版社

1 任務　松本清張未刊行短篇集 松本 清張 中央公論新社

2 月の立つ林で 青山 美智子 ポプラ社

3 鎌倉残影　歴史小説アンソロジー 朝井 まかて 　他 KADOKAWA

4 不可能を可能にする大谷翔平120の思考 大谷 翔平 ぴあ

5 ゆるキャン△　1　 あfろ 芳文社

6 馬上の星　小説・馬援伝 宮城谷 昌光 中央公論新社

7 光のとこにいてね 一穂 ミチ 文藝春秋

8 ものは言いよう ヨシタケ シンスケ 白泉社

9 鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 小宮 輝之 カンゼン

10 「想いをカタチにする」ポジティブ思考 富樫 勇樹 KADOKAWA

11 いま、目の前にいる人が大切な人 坪崎 美佐緒 エッセンシャル出版社

12
2020年度　平取町立二風谷
アイヌ文化博物館年報

平取町立二風谷
アイヌ文化博物館

ひまわり印刷株式会社

13
死は存在しない
最先端量子科学が示す新たな仮説

田坂 広志 光文社

14 アイヌの漆器に関する学際的研究 浅倉 有子 北海道出版企画センター

15 千島通史の研究 川上 淳 北海道出版企画センター

16 全国市町村要覧　令和04年版 市町村要覧編集委員会 第一法規

17 なぜか話しかけたくなる人、ならない人 有川 真由美 PHP研究所

18 ゆるキャン△　4　 あfろ 芳文社

19 ゆるキャン△　6　 あfろ 芳文社

20 ゆるキャン△　8　 あfろ 芳文社

21 ゆるキャン△　9　 あfろ 芳文社

22 ゆるキャン△　10　 あfろ 芳文社

23 ゆるキャン△　12　 あfろ 芳文社

24 ゆるキャン△　13　 あfろ 芳文社

25 Dr.STONE　26　未来を唆るもの 稲垣 理一郎 集英社

26 孤道 内田 康夫 講談社

27 孤道　完結編　金色の眠り 和久井 清水 講談社

28 特殊清掃人 中山 七里 朝日新聞出版

29
なんとかしなくちゃ。
青雲編　1970-1993

恩田 陸 文藝春秋

30 栞と噓の季節 米澤 穂信 集英社

31 憐憫 島本 理生 朝日新聞出版
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32 絶筆 石原 慎太郎 文藝春秋

33 闇の聖域 佐々木 譲 KADOKAWA

34 青木きららのちょっとした冒険 藤野 可織 講談社

35 タクジョ!　みんなのみち 小野寺 史宜 実業之日本社

36 さっちゃんは、なぜ死んだのか? 真梨 幸子 講談社

37 おもみいたします あさの あつこ 徳間書店

38
双風神(ふたつふうじん)
長編時代小説書下ろし

今村 翔吾 祥伝社

39 玉麒麟　長編時代小説書下ろし 今村 翔吾 祥伝社

40 狐花火　長編時代小説書下ろし 今村 翔吾 祥伝社

41 夢胡蝶　長編時代小説書下ろし 今村 翔吾 祥伝社

42 菩薩花　長編時代小説書下ろし 今村 翔吾 祥伝社

43 鬼煙管　長編時代小説書下ろし 今村 翔吾 祥伝社

44 九紋龍　長編時代小説書下ろし 今村 翔吾 祥伝社

45 夜哭烏　長編時代小説書下ろし 今村 翔吾 祥伝社

46 決断 小杉 健治 双葉社

47 秋麗 今野 敏 角川春樹事務所

48 連鎖 黒川 博行 中央公論新社

49 ビューティフルからビューティフルへ 日比野 コレコ 河出書房新社

50 タングル 真山 仁 小学館

51 ジャクソンひとり 安堂 ホセ 河出書房新社

52 王妃の館　上 浅田 次郎 集英社

53 王妃の館　下 浅田 次郎 集英社

54
「神様」のいる家で育ちました
宗教２世な私たち

菊池 真理子 文藝春秋

55 奉還町ラプソディ 村中 李衣 BL出版

56
うさぎのモニカのケーキ屋さん
ハッピーバースデイ

小手鞠 るい 講談社

57
障害とバリアフリー
いっしょに生きる子どもブックガイド

障害と本の研究会 かもがわ出版

58
未来の食べもの大研究
「食」の歴史とこれからをさぐろう

石川 伸一 PHP研究所

59 ぐいーん!こうしょさぎょうしゃ 鈴木 まもる 偕成社

60 うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠 るい 講談社

61 わたしたちの歌をうたって 堀 直子 文研出版
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62
そうだったのか!国の名前由来ずかん
世界地図で見る199カ国の由来!

西村 まさゆき ほるぷ出版

63 鳥をつくる メグ・マッキンレー 化学同人

64 ねずみくんだーれだ? 上野 紀子 ポプラ社

65 おしりたんてい トロル ポプラ社

66 クイズ研究会チームスリー まはら 三桃 金の星社

67 オハヨウどろぼう おの りえん 理論社

68 それで、いい! 礒 みゆき ポプラ社

69 だれもしらない小さな家 エリナー・クライマー 岩波書店

70 じしゃくのふしぎ トゥルー ケリー 福音館書店


