
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

地に滾る あさの あつこ∥著 祥伝社

下町ロケット　[3] 池井戸 潤∥著 小学館

四十歳、未婚出産 垣谷 美雨∥著 幻冬舎

赤い風 梶 よう子∥著 文藝春秋

任俠浴場 今野 敏∥著 中央公論新社

引火点 笹本 稜平∥著 幻冬舎

ふたりぐらし 桜木 紫乃∥著 新潮社

ISOROKU 柴田 哲孝∥著 祥伝社

捨てる 大崎 梢∥著 文藝春秋

送り火 高橋 弘希∥著 文藝春秋

焦土の刑事 堂場 瞬一∥著 講談社

神に守られた島 中脇 初枝∥著 講談社

むすびつき 畠中 恵∥著 新潮社

襲来　上 帚木 蓬生∥著 講談社

襲来　下 帚木 蓬生∥著 講談社

インジョーカー 深町 秋生∥著 幻冬舎

彼女の恐喝 藤田 宜永∥著 実業之日本社

ツキマトウ 真梨 幸子∥著 KADOKAWA

シンドローム　上 真山 仁∥著 講談社

シンドローム　下 真山 仁∥著 講談社

スケルトン・キー 道尾 秀介∥著 KADOKAWA

永遠のおでかけ 益田 ミリ∥著 毎日新聞出版

ハイエナの微睡 椙本 孝思∥[著] KADOKAWA

八月十五日に吹く風 松岡 圭祐∥[著] 講談社

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。　12 渡 航∥[著] 小学館



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

函館・道南大事典 南北海道史研究会∥編 国書刊行会

人生を豊かにするスマホとの付き合い方 石川 結貴∥著 花伝社

平取町立二風谷アイヌ文化博物館年報 2016年度 平取町立二風谷アイヌ文化博物館／編 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

本土空襲全記録 NHKスペシャル取材班∥著 KADOKAWA

皇室　第79号（平成30年夏号） 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

北国に光を掲げた人々　36 北海道科学文化協会／編集 北海道科学文化協会

走り続ける力 山中 伸弥∥著 毎日新聞出版

るるぶ群馬　’19 JTBパブリッシング

池上彰の世界を知る学校 池上 彰∥著 朝日新聞出版

図解国会の楽しい見方 時事通信社政治部∥監修 東京書籍

面従腹背 前川 喜平∥著 毎日新聞出版

地方創生を超えて 小磯 修二∥著 岩波書店

よくわかる働き方改革 日野 勝吾∥編著 ぎょうせい

資格取り方選び方全ガイド　2020年版 高橋書店編集部∥編 高橋書店

かんたん!楽しい壁面かざりアイデア集 ブティック社

ジオパークと伝説 花部 英雄∥編 三弥井書店

帯広市におけるアイヌ民族の現状と地域住民 小内  透／編 北海道大学アイヌ・先住民族研究センター

宇宙の真実 日経ナショナルジオグラフィック社

へんてこ!レッサーパンダ 石簾 マサ∥著 辰巳出版

「ひざ関節鏡手術」がよくわかる本 陳 永振∥著 現代書林

皮膚の病気 清 佳浩∥監修 主婦の友社

選べなかった命 河合 香織∥著 文藝春秋

これ一冊で身につくネットワークの基本としくみ Gene∥著 ナツメ社

まだ間に合う老後資金4000万円をつくる!お金の貯め方・増やし方 川部 紀子∥著 明日香出版社

Adorable Pom Pom Animals 伊藤 和子∥著 チャールズ・イー・タトル出版



知識ゼロからの甘酒入門 石澤 清美∥著 幻冬舎

医療介護の現場で役立つ!パッククッキング 佐藤 真由美∥著 クインテッセンス出版

私たちが食べ伝えたい北海道郷土料理 星澤 幸子∥著 中央公論新社

麵・丼・おかずの爆速バズレシピ101 リュウジ∥著 扶桑社

日本百銘菓 中尾 隆之∥著 NHK出版

おいしい北海道やさい 加藤 淳∥著 キクロス出版

農家が教える野菜づくりのコツと裏ワザ 農文協∥編 農山漁村文化協会

イヌの本 デヴィド　テイラー∥著 日本テレビ放送網

よく使う漢字の書体と筆順字典 桃花会∥著 日本習字普及協会

なにもできない夫が、妻を亡くしたら 野村 克也∥著 PHP研究所

サマープレミアムセール　2018 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部

サマーセール　2018 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部

サマーセール　2018 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部

はじめてでもよくわかる麻雀入門 井出 洋介∥著 主婦の友社

わかる!できる!新・おやこ手話じてん 全国早期支援研究協議会∥編 東邦出版

日本人のための英語術 ピーター・フランクル／著 岩波書店



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

退屈をぶっとばせ! Joshua Glenn∥著 オライリー・ジャパン

おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ こんだ あきこ∥著 小学館

ヒロシマをのこす 佐藤 真澄∥著 汐文社

わたしのくらし世界のくらし マット　ラマス∥作　絵 汐文社

ブリタニカ科学まんが図鑑宇宙 日本科学未来館∥監修 ナツメ社

オレはどうくつ探検家 吉田 勝次∥著 ポプラ社

植物 門田 裕一∥監修 小学館

ざんねんないきもの事典　[正] 今泉 忠明∥監修 高橋書店

シャンシャンと上野動物園パンダ物語 高橋 うらら∥文 フレーベル館

森里川海大好き! 『森里川海大好き!』編集委員会∥編著 環境省「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトチーム

大研究！思いをつなぐ！セロハンテープ 工藤  ケン／漫画 講談社ビーシー

くまモン 森 真理∥まんが 小学館

ストローとモールでつくる幾何学オブジェ 日本数学検定協会∥著 日本数学検定協会

アンパンマン大図鑑プラス　[１] やなせ たかし∥原作 フレーベル館

アンパンマン大図鑑プラス　[２] やなせ たかし∥原作 フレーベル館

マンガでわかる!10才までに覚えたい英語1000 高濱 正伸∥監修 永岡書店

こども小説教室 田丸 雅智∥著 キノブックス

わたしが少女型ロボットだったころ 石川 宏千花∥著 偕成社

オレは、センセーなんかじゃない! おかざき さとこ∥著 学研プラス

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい∥著 偕成社

ローズさん 澤井 美穂∥作 フレーベル館

おしりたんてい みはらしそうのかいじけん トロル∥さく　え ポプラ社

秘密基地のつくりかた教えます 那須 正幹∥作 ポプラ社

本屋さんのルビねこ 野中 柊∥作 理論社



意味が分かると怖い話 藤白 圭∥著 河出書房新社

未来のミライ 細田 守∥原作 KADOKAWA

フォックスクラフト　3 インバリ　イセーレス∥著 静山社

インクレディブル・ファミリー スーザン　フランシス∥作 偕成社

泥 ルイス　サッカー∥作 小学館

ぼくがスカートをはく日 エイミ　ポロンスキー∥著 学研プラス



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いのちはかぜのように ショーナ　イネス∥さく バベルプレス

行ったり来たり大通り 五味 太郎∥作 絵本館

きりみ 長嶋 祐成∥え　ぶん 河出書房新社

だいすきライオンさん ジム　ヘルモア∥文 フレーベル館

だんごたべたいおつきさま すとう あさえ∥ぶん ほるぷ出版

ちいさなエリオット おおきなまちで マイク　クラトウ∥作 マイクロマガジン社

としょかんやさん 魚瀬 ゆう子∥ぶん 桂書房

なにはこんでるの? スズキ サトル∥さく ほるぷ出版

ふねのとしょかん いしい つとむ∥[作] 文研出版

ふるふるフルーツ ひがし なおこ∥文 学研教育みらい

ぼくの島にようこそ! 市川 里美∥作 BL出版

まねきねこだいさくせん! 澤野 秋文∥作 講談社

みえるとかみえないとか ヨシタケ シンスケ∥さく アリス館


