
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

酒場詩人・吉田類の旅と酒場俳句 吉田 類∥[著] KADOKAWA

佐藤愛子の役に立たない人生相談 佐藤 愛子∥著 ポプラ社

酒場詩人の流儀 吉田 類∥著 中央公論新社

帰郷 浅田 次郎∥著 集英社

異世界でカフェを開店しました。 甘沢 林檎∥[著] アルファポリス

青藍の峠 犬飼 六岐∥著 集英社

アウシュヴィッツの図書係 アントニオ　G.イトゥルベ∥著 集英社

赤へ 井上 荒野∥著 祥伝社

横浜1963 伊東 潤∥著 文藝春秋

陸王 池井戸 潤∥著 集英社

家康、江戸を建てる 門井 慶喜∥著 祥伝社

女學生奇譚 川瀬 七緒∥著 徳間書店

真贋 今野 敏∥著 双葉社

スティグマータ 近藤 史恵∥著 新潮社

裸の華 桜木 紫乃∥著 集英社

ストレンジャー・イン・パラダイス 小路 幸也∥著 中央公論新社

遊園地に行こう! 真保 裕一∥著 講談社

疾(はし)れ、新蔵 志水 辰夫∥著 徳間書店

記憶の渚にて 白石 一文∥著 KADOKAWA

ゴールドフィンチ ドナ　タート∥著 河出書房新社

私の消滅 中村 文則∥著 文藝春秋

くるすの残光 仁木 英之∥著 祥伝社

タスキメシ 額賀 澪∥著 小学館

悪母 春口 裕子∥著 実業之日本社

受難 帚木 蓬生∥著 KADOKAWA



虫たちの家 原田 ひ香∥著 光文社

希望荘 宮部 みゆき∥著 小学館

たまちゃんのおつかい便 森沢 明夫∥著 実業之日本社

ラストナイト 薬丸 岳∥著 実業之日本社

晩秋の陰画(ネガフィルム) 山本 一力∥著 祥伝社

ずんずん! 山本 一力∥著 中央公論新社

アルゴリズム・キル 結城 充考∥著 光文社

ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン 時雨沢 恵一∥[著] KADOKAWA



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

思い出まるごとデジタル保存 日経BP社

花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編集部 小榑 雅章∥著 暮しの手帖社

るるぶ福岡 JTBパブリッシング

北海道夏山ガイド 長谷川 哲∥著 北海道新聞社

北海道夏山ガイド 長谷川 哲∥著 北海道新聞社

るるぶ埼玉 JTBパブリッシング

るるぶ山陰 JTBパブリッシング

るるぶ四国 JTBパブリッシング

るるぶ広島宮島 JTBパブリッシング

絶対に知っておきたい!地震・火災保険と災害時のお金 さくら事務所∥共著 自由国民社

すぐに役立つ図解とQ&Aでわかるセクハラ・パワハラ・マタハラをめぐる法律とトラブル解決法130 加藤 知美∥監修 三修社

貧困 子供のSOS 読売新聞社会部∥著 中央公論新社

アシュリーの戦争 ゲイル　スマク　レモン∥著 KADOKAWA

北海道自然探検ジオサイト107の旅 日本地質学会北海道支部∥監修 北海道大学出版会

はつみみ植物園 西畠 清順∥文 東京書籍

海藻の疑問50 日本藻類学会∥編 成山堂書店

脳はいかに治癒をもたらすか ノーマン　ドイジ∥[著] 紀伊國屋書店

拒食症と過食症の治し方 切池 信夫∥監修 講談社

骨粗鬆症 宮腰 尚久∥著 ミネルヴァ書房

図解でわかる痛風・高尿酸血症 谷口 敦夫∥医学監修 主婦の友社

よくわかる依存症 榎本 稔∥著 主婦の友社

図解でわかる腎臓病 川村 哲也∥医学監修 主婦の友社

アロマテラピー検定公式テキスト 亀岡 弘∥監修 日本アロマ環境協会

紙さまの話 大平 一枝∥著 誠文堂新光社

エコな生活 マキ∥著 KADOKAWA



おトクなお金はどっち?こっち! 荻原 博子∥著 講談社

体型も年齢も気にならない!おしゃれソーイング 吉田 直美∥著 文化学園文化出版局

フェルトのともだち アランジ アロンゾ∥著 文化学園文化出版局

くり返し作りたいおかず 主婦の友社∥編 主婦の友社

コウケンテツのおやこ食堂 コウ ケンテツ∥著 白泉社

コウケンテツのおやつめし コウ ケンテツ∥著 クレヨンハウス

そうめん 満留 邦子∥著 成美堂出版

バットや保存袋で作れるアイスクリーム&アイスケーキ 若山 曜子∥著 マイナビ出版

ひっくり返すだけ!アップサイドダウンケーキ 森崎 繭香∥著 日東書院本社

北海道農業・農村の動向 農政部農政課／編 北海道

北海道農業・農村統計表 農政部農政課／編 北海道

図解でよくわかる病害虫のきほん 有江 力∥監修 誠文堂新光社

北海道のバラ栽培12カ月 鶴田 潤介∥著 亜璃西社

愛犬の看取りマニュアル 南 直秀∥監修 秀和システム

愛猫の看取りマニュアル 南 直秀∥監修 秀和システム

北海道森林づくり白書 北海道水産林務部総務課林務企画グループ／編 北海道

北海道水産業・漁村のすがた 北海道水産林務部総務課林務企画グループ／編 北海道

メダカ生活はじめませんか? 馬場 浩司∥監修 ナツメ社

販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野 恵子∥著 ぺりかん社

スケッチ・イラストのための水彩ポイントレッスン トゥルーディー　フレンド∥著 マール社

じゃあ君が好き ヨシタケ シンスケ∥著 主婦と生活社

プロとして恥ずかしくない新・配色の大原則 ヤマダ ジュンヤ∥著 エムディエヌコーポレーション

バテない体をつくる登山食 大森 義彦∥監修 誠文堂新光社

プロレス語辞典 榎本 タイキ∥著 誠文堂新光社

北海道「古語」伝承 夏井 邦男∥著 無明舎出版

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

JOAオリンピック小事典 日本オリンピック　アカデミー∥編著 メディアパル



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

知里幸恵物語 金治 直美∥著 PHP研究所

マンガ世界の偉人伝 西東社編集部∥編 西東社

クレヨンしんちゃんの世界の国なるほど地図帳 臼井 儀人∥キャラクター原作 双葉社

身近な物質のひみつ 山口 晃弘∥監修 PHP研究所

アリとくらすむし 島田 たく∥写真　文 ポプラ社

深海の生物 藤倉 克則∥監修 ポプラ社

強い!速い!大きい!世界の生物No.1事典 今泉 忠明∥監修 池田書店

もののしくみ大図鑑 ジョエル　ルボーム∥文 世界文化社

はたらく車 小賀野 実∥監修 ポプラ社

未来のクルマができるまで 岩貞 るみこ∥作 講談社

チリメンモンスターのひみつ きしわだ自然資料館∥監修 偕成社

よくわかる貿易 泉 美智子∥監修 PHP研究所

和太鼓のひみつ 小野 美枝子∥監修 PHP研究所

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

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

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

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

10分で読めるこわい話 藤田 のぼる∥監修 学研プラス

10分で読めるこわい話 藤田 のぼる∥監修 学研プラス

笑い猫の5分間怪談 那須田 淳∥責任編集　作 KADOKAWA

笑い猫の5分間怪談 那須田 淳∥責任編集　作 KADOKAWA

カリブの巨大ザメ メアリー　ポープ　オズボーン∥著 KADOKAWA



風太の菜畑 青木ガリレオ&出泉アン∥著 青山ライフ出版

うんにゃ 青木ガリレオ&出泉アン∥作 青山ライフ出版

かいけつゾロリのおいしい金メダル 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社

月は、ぼくの友だち ナタリー　バビット∥作 評論社

なにがあってもずっといっしょ くさの たき∥作 金の星社

なきむしこぞう 今村 葦子∥さく 理論社

ひみつのわくわく七ふしぎ 如月 かずさ∥作 小峰書店

ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと∥作 金の星社

フォックスクラフト インバリ　イセーレス∥著 静山社

ぼくたちのリアル 戸森 しるこ∥著 講談社

ルルとララのようこそタルト あんびる やすこ∥作　絵 岩崎書店

ペットのきんぎょがおならをしたら…? マイケル　ローゼン∥作 徳間書店

せなか町から、ずっと 斉藤 倫∥著 福音館書店

焼き肉を食べる前に。 中川 洋典∥聞き手　絵 解放出版社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あめぽぽぽ ひがし なおこ∥さく くもん出版

あたまのうえのかみさま のぶみ∥さく サンマーク出版

あめふりうります 平田 昌広∥文 講談社

いのちをいただく 坂本 義喜∥原案 講談社

いちにちのりもの ふくべ あきひろ∥さく PHP研究所

いちにちこんちゅう ふくべ あきひろ∥さく PHP研究所

もっといろいろばあ 新井 洋行∥作 えほんの杜

おもちのかいすいよく 苅田 澄子∥作 学研プラス

おめんです いしかわ こうじ∥作　絵 偕成社

王さまABC 寺村 輝夫∥原作 理論社

おやゆびひめ [アンデルセン∥原作] 講談社

くだものおばけやしき 酒巻 恵∥作　絵 ひかりのくに

くろねこさんしろねこさん 得田 之久∥ぶん 童心社

くるくるくるくる 新井 洋行∥作　絵 PHP研究所

決戦!どうぶつ関ケ原 コマヤスカン∥作 講談社

さけのかけごえどんどこせ 菅原 たくや∥[作] 文化学園文化出版局

ジャックとまめの木 渡辺 茂男∥文 講談社

すすめ!うみのきゅうじょたい 竹下 文子∥文 金の星社

セラフィナせんちょうになる ロラン　ド　ブリュノフ∥作 BL出版

ぞうちゃんのいやいや 三浦 太郎∥作 講談社

ちいさなあなたへ アリスン　マギー∥ぶん 主婦の友社

チャレンジミッケ!のひみつ ウォルター　ウィック∥作 小学館

てんぐのてんちゃんぴよよよーん フィリケえつこ∥作　絵 学研プラス

でんしゃがいっぱい! そく ちょるうぉん∥作 アリス館

とおせんぼ 村上 しいこ∥作 小学館

どこ? 山形 明美∥作 講談社



ねずみくんとおばけ なかえ よしを∥作 ポプラ社

ねこのそら きくち ちき∥作 講談社

はじめてのおとうさんはウルトラマン みやにし たつや∥作絵 学研プラス

ばしゃにのって とよた かずひこ∥作　絵 アリス館

パパ・カレー 武田 美穂∥作 ほるぷ出版

ピカゴロウ ひろた だいさく∥作 講談社

へいわってすてきだね 安里 有生∥詩 ブロンズ新社

ぼくのにいちゃんすごいやろ! くすのき しげのり∥作 えほんの杜

まゆげちゃん 真珠 まりこ∥作　絵 講談社

まってるまってる 高畠 那生∥作 絵本館

ミルクこぼしちゃだめよ! スティーヴン　デイヴィーズ∥文 ほるぷ出版

ムーミンのともだち トーベ　ヤンソン∥原作 講談社

ヤッホーホイホー スズキ コージ∥作 講談社

ゆっくとすっくBaby まねっこポーズ たかてら かよ∥ぶん ひかりのくに

ようかいえんのかいすいよく 白土 あつこ∥作　絵 ひさかたチャイルド

わらべうたであそびましょ! さいとう しのぶ∥編　絵 のら書店


