
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

跳ぶ男 青山 文平∥著 文藝春秋

発現 阿部 智里∥著 NHK出版

夢も見ずに眠った。 絲山 秋子∥著 河出書房新社

帰去来 大沢 在昌∥著 朝日新聞出版

そして旅にいる 加藤 千恵∥著 幻冬舎

スイート・マイホーム 神津 凛子∥著 講談社

木曜日の子ども 重松 清∥著 KADOKAWA

逆流 田中 経一∥著 KADOKAWA

ピーク 堂場 瞬一∥著 朝日新聞出版

神の島のこどもたち 中脇 初枝∥著 講談社

ふたたび嗤う淑女 中山 七里∥著 実業之日本社

つくもがみ笑います 畠中 恵∥著 KADOKAWA

DRY 原田 ひ香∥著 光文社

歌舞伎町ゲノム 誉田 哲也∥著 中央公論新社

1R1分34秒 町屋 良平∥著 新潮社

散歩するネコ 群 ようこ∥[著] 角川春樹事務所

吹上奇譚　第２話 吉本 ばなな∥著 幻冬舎

殺人鬼がもう一人 若竹 七海∥著 光文社

いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川 佐和子∥著 中央公論新社

海苔と卵と朝めし 向田 邦子∥著 河出書房新社

眠れぬ夜のために 五木 寛之∥著 新潮社

酒呑みに与ふる書 キノブックス編集部∥編 キノブックス

13の理由 ジェイ　アッシャー∥著 星海社

ネオナチの少女 ハイディ　ベネケンシュタイン∥著 筑摩書房

一切なりゆき 樹木 希林∥著 文藝春秋

西行 白洲 正子∥著 新潮社

十二人の死にたい子どもたち 冲方 丁∥著 文藝春秋



奈緒と磐音 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

大江戸閻魔帳 藤井 邦夫∥[著] 講談社

カナリアはさえずる　上 ドゥエイン　スウィアジンスキー∥著 扶桑社

カナリアはさえずる　下 ドゥエイン　スウィアジンスキー∥著 扶桑社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　2018年12月号 北海道新聞社

北海道新聞縮刷版　2019年1月号 北海道新聞社

LINE/Facebook/Twitter/Instagramの「わからない!」をぜんぶ解決する本 洋泉社

アルゴリズムの絵本 アンク∥著 翔泳社

かんたんパソコン入門 丹羽 信夫∥著 技術評論社

頭が冴える!毎日が充実する!スゴい早起き 塚本 亮∥著 すばる舎

サピエンス全史 上 ユヴァル　ノア　ハラリ∥著 河出書房新社

サピエンス全史　下 ユヴァル　ノア　ハラリ∥著 河出書房新社

「日本国紀」の副読本 百田 尚樹∥著 産経新聞出版

知られざるシベリア抑留の悲劇 長勢 了治∥著 芙蓉書房出版

ほっかいどう百年物語　上巻 STVラジオ∥編 中西出版

天皇の日本史 洋泉社

るるぶ横浜中華街みなとみらい　'20 JTBパブリッシング

るるぶ京都　'20 JTBパブリッシング

るるぶ山口萩下関　'20 JTBパブリッシング

るるぶ大分別府　'20 JTBパブリッシング

るるぶタイ バンコク・アユタヤ　'20 JTBパブリッシング

図解超早わかり18歳成人と法律 南部 義典∥著 シーアンドアール研究所

新しい商法がわかる本 加藤 晋介∥監修 成美堂出版

日本人の勝算 デービッド　アトキンソン∥著 東洋経済新報社

デートDV予防学 伊田 広行∥著 かもがわ出版

家族という呪い 阿部 恭子∥著 幻冬舎

0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書 落合 陽一∥著 小学館

1日1分文章力がなくてもスラスラ書ける小論文の超書き方講座 石橋 知也∥著 エール出版社

火山のしくみパーフェクトガイド 高橋 正樹∥編著 誠文堂新光社



図解身近にあふれる「微生物」が3時間でわかる本 左巻 健男∥編著 明日香出版社

ずるいいきもの図鑑 今泉 忠明∥監修 宝島社

シニアの心臓が危ない! 下川 宏明∥監修 NHK出版

うつぬけ食事術 奥平 智之∥著 ベストセラーズ

ギャンブル依存症から抜け出す本 樋口 進∥監修 講談社

心の病を治す食事・運動・睡眠の整え方 功刀 浩∥著 翔泳社

発達障害 崎濱 盛三∥著 ミネルヴァ書房

前立腺がん 赤倉 功一郎∥著 主婦の友社

医師が考案おかずみそ汁ダイエット 工藤 孝文∥著 学研プラス

ゴーン・ショック! 渡邉 哲也∥著 徳間書店

コンロ1つで自炊Lesson 金丸 絵里加∥料理 主婦の友社

きょうも明日も炒めもの きじま りゅうた∥著 学研プラス

小鍋でいろいろアヒージョ 田村 つぼみ∥著 東京書店

たまご×ワタナベマキ=ソース ワタナベ マキ∥著 誠文堂新光社

かんたん!はじめて園児のかわいいおべんとう 阪下 千恵∥著 学研プラス

チョコレートのお菓子 坂田 阿希子∥著 グラフィック社

「ちゃんとしなきゃ!」をやめたら二度と散らからない部屋になりました なぎまゆ∥著 KADOKAWA

心と体がのびのび育つ0～2歳児のあそび図鑑 波多野 名奈∥監修 池田書店

多肉植物&コーデックスGuideBook 主婦の友社∥編 主婦の友社

これから始める人のための狩猟の教科書 東雲 輝之∥著 秀和システム

漁師になるには 大浦 佳代∥著 ぺりかん社

チコっと冒険First CHICO∥著 徳間書店

ダーリンは73歳 西原 理恵子∥著 小学館

絵本作家のブルース 長谷川 義史∥著 読書サポート

基本が身につく書道の教科書 青山 浩之∥著 池田書店

物語と画作りで人を魅了する最高の一枚を写し出す写真術 別所 隆弘∥著 インプレス

樹木希林120の遺言 樹木 希林∥著 宝島社



新しい筋トレと栄養の教科書 岡田 隆∥著 池田書店

スポーツで働く 谷 隆一∥著 ぺりかん社

稚心を去る 栗山 英樹∥著 JBpress

手紙とはがきの書き出しと結びきちんとマナーハンドブック 杉本 祐子∥著 主婦の友社

あいうえお順あっという間に読めちゃうハングル 房 賢嬉∥著 新星出版社



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いちばんどりいちぬけた 日隈 みさき∥作 あかね書房

うまれたよ!タコ 櫻井 季己∥写真　文 岩崎書店

オフロケット ザ　キャビンカンパニー∥著 白泉社

かけコッコー みやけ あっこ∥さく 文芸社

ぜったいにさわっちゃダメ? ビル　コッター∥さく サンクチュアリ出版

そらのうえのそうでんせん 鎌田 歩∥作 アリス館

ソフィー、がっこうへいく パット　ジトロー　ミラー∥文 光村教育図書

トイレロケット はっとり ひろき∥作 講談社

どんぶりん 新井 洋行∥作 アリス館

どうぶつABCえほん 安江 リエ∥文 のら書店

はいたっち からさわ ようすけ∥さく エンブックス

ハッピー・ハグ オーイン　マクラフリン∥文 あすなろ書房

歯のえほん エドワード　ミラー∥作 光村教育図書

はっくしょん ザ　キャビンカンパニー∥作　絵 岩崎書店

ひつじぱん あきやま ただし∥作　絵 鈴木出版

ぼくくま accototo∥えとぶん みらいパブリッシング

むし歯のしょうたい 楠 章子∥文 くもん出版

ももたろう 西村 敏雄∥[作] あすなろ書房

ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん 田島 かおり∥著 白泉社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

長州ファイブ 三宅 紹宣∥監修 学研プラス

古代オリンピックへタイムワープ もとじろう∥マンガ 朝日新聞出版

オールカラーマンガで楽しくわかる日本国憲法 川岸 令和∥監修 ナツメ社

ドラえもん社会ワールド経済がよくわかる 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館

こどものための防災教室 今泉 マユ子∥著 理論社

つらら 細島 雅代∥写真 ポプラ社

ようこそ!葉っぱ科学館 多田 多恵子∥写真　文 少年写真新聞社

キモい!生きもの 今泉 忠明∥監修 宝島社

だれの手がた・足がた? 有沢 重雄∥構成　文 偕成社

電気・ガスはどこから来るのか? 江田 健二∥監修 PHP研究所

にゅうさん菌 佐々木 泰子∥監修 農山漁村文化協会

ときめきスイーツ 東京製菓学校∥監修 学研プラス

アスリートがくれた元気が出る言葉 あかね書房

羽生善治 金田 達也∥まんが 小学館

天才ひっかけクイズ 東大ひっかけブラザーズ∥作 ポプラ社

ことばハンター 飯間 浩明∥著 ポプラ社

こども「折々のうた」100 大岡 信∥著 小学館

砂に書いた名前 赤川 次郎∥著 汐文社

よわむしトトといのちの石 如月 かずさ∥作 講談社

ハニーのためにできること 楠 章子∥作 童心社

5分後に緊迫のラスト エブリスタ∥編 河出書房新社

やぎこ先生いちねんせい ななもり さちこ∥文 福音館書店

ぼくは本を読んでいる。 ひこ　田中∥著 講談社

おおあたり! もとした いづみ∥作 小峰書店

魔法使いマーリンの犬 エリック　カーン　ゲイル∥作 評論社



ザ・ランド・オブ・ストーリーズ クリス　コルファー∥著 平凡社

シュガー・ラッシュ:オンライン KADOKAWA

子犬たちのあした ミーガン　リクス∥作 徳間書店


