
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者
ままならないから私とあなた 朝井 リョウ∥著 文藝春秋

純情必死剣からたけ割り 池永 陽∥著 双葉社

向田理髪店 奥田 英朗∥著 光文社

ツバキ文具店 小川 糸∥著 幻冬舎

オレンジシルク 神田 茜∥著 新潮社

大きな鳥にさらわれないよう 川上 弘美∥著 講談社

葵の月 梶 よう子∥著 KADOKAWA

天下一の軽口男 木下 昌輝∥著 幻冬舎

アカガミ 窪 美澄∥著 河出書房新社

防諜捜査 今野 敏∥著 文藝春秋

大きくなる日 佐川 光晴∥著 集英社

イノセント 島本 理生∥著 集英社

裏切りの晩餐 オレン　スタインハウアー∥[著] 岩波書店

彩(いろ)は匂へど 田牧 大和∥著 光文社

バビロンの秘文字 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

白愁のとき 夏樹 静子∥著 角川書店

彼女に関する十二章 中島 京子∥著 中央公論新社

若様とロマン 畠中 恵∥著 講談社

辛夷の花 葉室 麟∥著 徳間書店

マチネの終わりに 平野 啓一郎∥著 毎日新聞出版

緑衣のメトセラ 福田 和代∥著 集英社

テミスの休息 藤岡 陽子∥著 祥伝社

サラバンド・サラバンダ 藤沢 周∥著 新潮社

エミリの小さな包丁 森沢 明夫∥著 KADOKAWA

炎上チャンピオン 横関 大∥著 講談社



ザ・カルテル ドン　ウィンズロウ∥[著] KADOKAWA

ザ・カルテル ドン　ウィンズロウ∥[著] KADOKAWA

列藩騒動録 海音寺 潮五郎∥[著] 講談社

列藩騒動録 海音寺 潮五郎∥[著] 講談社

ソードアート・オンライン 川原 礫∥[著] KADOKAWA

和菓子のアン 坂木 司∥著 光文社

吉原詣で 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所

娘と嫁と孫とわたし 藤堂 志津子∥著 集英社

探偵の鑑定 松岡 圭祐∥[著] 講談社

しかえししないよ 日野原 重明∥詩 朝日新聞出版

見る前に跳んだ 倉本 聰∥著 日本経済新聞出版社

買い物の九割は失敗です 岸本 葉子∥著 双葉社

女の七つの大罪 林 真理子∥著 KADOKAWA



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

古川アシンノカルの生涯 狩野  義美／著 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

アイヌ語十勝方言会話小辞典 高橋  靖以／著 北海道大学アイヌ・先住民センター

アイヌ語調査資料のデータベース化に関する基礎的研究 佐藤  知己／編集 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

樺太アイヌ語例文集 藤山  ハル／口述 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

ブッタとシッタカブッタ 小泉 吉宏∥著 メディアファクトリー

笑うとなぜいいか? 斎藤 茂太∥著 新講社

皇室 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

るるぶ東北 JTBパブリッシング

通貨の未来 円・ドル・元 英『エコノミスト』編集部∥[編] 文藝春秋

投資家の父より息子への13の遺言 高橋 三千綱∥著 電波社

京都ぎらい 井上 章一∥著 朝日新聞出版

老後親子破産 NHKスペシャル取材班∥著 講談社

ママ、もっと自信をもって 中川 李枝子∥著 日経BP社

「灘→東大理Ⅲ」の3兄弟を育てた母が明かす志望校に合格するために知っておきたい130のこと 佐藤 亮子∥著 ポプラ社

星と月の撮り方入門 田中 達也∥著 インプレス

異常気象で読み解く現代史 田家 康∥著 日本経済新聞出版社

今日が人生最後の日だと思って生きなさい 小澤 竹俊∥著 アスコム

ウルトラ図解甲状腺の病気 伊藤 公一∥監修 法研

子どものアトピー性皮膚炎正しい治療法 江藤 隆史∥監修 講談社

図解よくわかるパーキンソン病の最新治療とリハビリのすべて 作田 学∥監修 日東書院本社

図解決定版すい臓の病気と最新治療&予防法 伊佐地 秀司∥監修 日東書院本社

ボケない暮らし30カ条 朝田 隆∥著 法研

お医者さんが教える体の危険サインの見つけ方 平石 貴久∥監修 PHP研究所

顔をみて病気をチェックする本 猪越 恭也∥著 PHP研究所

肉食やせ! 渡辺 信幸∥監修 主婦の友社



まとめて作って肉食やせ! 渡辺 信幸∥著 主婦の友社

トコトンやさしいエネルギーの本 山崎 耕造∥著 日刊工業新聞社

すごい家事 松橋 周太呂∥著 ワニブックス

得する家事 あのニュースで得する人損する人∥編 マガジンハウス

ハンドメイドのかんたん子ども服 ブティック社

朝ごはんのアイデア365日 森田 佐和子∥著 誠文堂新光社

誰でもカンタンらくらくつまみ 間口 一就∥著 世界文化社

ひと目でわかる花木と果樹の剪定と育て方 ブティック社

岩合さんの好きなネコ 岩合 光昭∥著 辰巳出版

ベイビーステップ 勝木 光∥著 講談社

義男の空 エアーダイブ∥制作 Dybooks

エコクラフトのおしゃれ編み地のかごとバッグ 古木 明美∥著 河出書房新社

昆虫の模様切り紙 吉浦 亮子∥著 誠文堂新光社

黄色いマンション黒い猫 小泉 今日子∥著 スイッチ・パブリッシング

かおり風景 香老舗松栄堂∥監修 淡交社

かおり風景 香老舗松栄堂∥監修 淡交社

かおり風景 香老舗松栄堂∥監修 淡交社

ＧＥＯＰＡＲＫ  ｍａｇａｚｉｎｅ 日本ジオパークネットワーク

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

ブリタニカ国際年鑑 ブリタニカ・ジャパン



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

図書館のひみつ 高田 高史∥監修 PHP研究所

書店・図書館で働く人たち 戸田 恭子∥著 ぺりかん社

うわさの怪談X 魔夜 妖一∥監修 成美堂出版

なぜ?どうして?科学のお話 大山 光晴∥総合監修 学研教育出版

イネ 赤木 かん子∥作 新樹社

ウメ・モモ・サクラ 赤木 かん子∥作 新樹社

ウナギのいる川いない川 内山 りゅう∥著 ポプラ社

船員さんのひみつ おがた  たかはる／漫画 学研コミュニケーションビジネス事業部教材資料制作室

100円ショップでつくってあそぶ なつかし!伝承おもちゃ&あそび 吉田 未希子∥著 いかだ社

オリンピック・パラリンピック大百科 日本オリンピック　アカデミー∥監修 小峰書店

こどもオリンピック新聞 世界文化社

まほうのなぞなぞ 小野寺 ぴりり紳∥作 ポプラ社

10分で読める名作 岡 信子∥選 学研教育出版

衣世梨の魔法帳たんじょう日のびっくりプレゼント 那須 正幹∥作 ポプラ社

くろグミ団は名探偵 ユリアン　プレス∥作　絵 岩波書店

シナモンのおやすみ日記 小手鞠 るい∥作 講談社

十三番目の子 シヴォーン　ダウド∥作 小学館

ズートピア KADOKAWA

忍剣花百姫伝 越水 利江子∥作 ポプラ社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

えぞふくろうふぶきをのりこえる 手島 圭三郎∥絵　文 絵本塾出版

おしっこおしっこ E.ジャドゥール∥作 クレヨンハウス

カワセミとヒバリとヨタカ あべ 弘士∥作 小学館

こうじのくるま コヨセ ジュンジ∥さく WAVE出版

こぞうさんのおきょう 新美 南吉∥作 新樹社

さきちゃんのくつ そうま こうへい∥作 フレーベル館

しろいちょうちょがとんでるよ 村上 康成∥作　絵 ひさかたチャイルド

だーれのは? 新井 洋行∥作 講談社

ちっちゃいさん イソール∥作 講談社

つなみとゴンとコン 帚木 蓬生∥作 女子パウロ会

なんでもだっこ! スコット　キャンベル∥さく 評論社

なぞなぞはじまるよ おおなり 修司∥なぞなぞ文 絵本館

畑の一年 向田 智也∥作 小学館

ばけばけばけばけばけたくん 岩田 明子∥ぶん　え 大日本図書

ピヨピヨおばあちゃんのうち 工藤 ノリコ∥著 佼成出版社

へんてこたまご エミリー　グラヴェット∥さく フレーベル館

モカと幸せのコーヒー 刀根 里衣∥著 NHK出版

妖怪バス旅行 広瀬 克也∥作 絵本館

わんぱくだんのてるてるぼうず ゆきの ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド

わかってるもん ひろかわ さえこ∥著 ハッピーオウル社


