
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳 碧人∥著 双葉社

鬼を待つ あさの あつこ∥著 光文社

平場の月 朝倉 かすみ∥著 光文社

台風家族 市井 点線∥著 キノブックス

コイコワレ 乾 ルカ∥著 中央公論新社

とむらい屋颯太 梶 よう子∥著 徳間書店

アタラクシア 金原 ひとみ∥著 集英社

百花 川村 元気∥著 文藝春秋

待ち遠しい 柴崎 友香∥著 毎日新聞出版

刑事の慟哭 下村 敦史∥著 双葉社

夢見る帝国図書館 中島 京子∥著 文藝春秋

椿宿の辺りに 梨木 香歩∥著 朝日新聞出版

笑え、シャイロック 中山 七里∥著 KADOKAWA

119 長岡 弘樹∥著 文藝春秋

スーパー北斗殺人事件 西村 京太郎∥著 双葉社

高校サッカーボーイズU-18 はらだ みずき∥著 KADOKAWA

旅は道づれきりきり舞い 諸田 玲子∥著 光文社

蒼色の大地 薬丸 岳∥著 中央公論新社

女はいつも四十雀 林 真理子∥著 光文社

孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦 瑠麗∥著 新潮社

YOSAKOIソーラン娘 田丸 久深∥著 宝島社

三つの顔 藤井 邦夫∥[著] 講談社

血の弔旗 藤田 宜永∥[著] 講談社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

現代用語の基礎知識 自由国民社

君に会えてよかった 講談社∥編 講談社

はい!こちら子ども記者相談室デス! かめおか子ども新聞∥著 新潮社

るるぶ長崎 '20 JTBパブリッシング

るるぶ香港マカオ '20 JTBパブリッシング

証券・保険業界で働く 生島 典子∥著 ぺりかん社

図解でわかる労働基準法いちばん最初に読む本 HRプラス社会保険労務士法人∥著 アニモ出版

間接護身入門 葛西 眞彦∥著 日貿出版社

僕とぼく 川名 壮志∥著 新潮社

防災に役立つ地域の調べ方講座 牛山　素行／著 古今書院

シニアのための防災手帖 三平 洵∥監修 産業編集センター

身近な人の葬儀と葬儀後の手続き届け出のすべて 小関 勝紀∥監修 学研プラス

地理が解き明かす地球の風景 松本 穂高∥著 ベレ出版

美しき小さな雑草の花図鑑 大作 晃一∥写真 山と溪谷社

DVDつき心と体を癒す手のひらマッサージ 池田 明子∥著 主婦の友社

DVDつき心と体を癒す手のひらマッサージ  付属ＤＶＤ 池田 明子∥著 主婦の友社

うんトレ 神山 剛一∥医療監修 方丈社

100歳まで自分の歯を残す4つの方法 齋藤 博∥著 講談社

外国人の医療・福祉・社会保障相談ハンドブック 移住者と連帯する全国ネットワーク∥編 明石書店

かみやすい飲み込みやすい高齢者のやわらか食132 江頭 文江∥著 学研プラス

カリスマ失墜 日経ビジネス∥編 日経BP

すっきり見えて心地よいチュニック&パンツ NHK出版

ハンドメイドのかんたん子ども服 2019夏 ブティック社

予約の取れない家政婦makoの世界一かんたん!糖質オフのやせるつくりおき mako∥著 KADOKAWA

みんなのきょうの料理ランキング材料別ベスト100レシピ NHK出版

ぬか漬け帖 有元 葉子∥著 筑摩書房

農家ごはんと旬野菜レシピ 枝元 なほみ∥著 家の光協会



北海道の耕地雑草ハンドブック 越智 弘明∥[著] 北海道協同組合通信社

草取りにワザあり! 西尾 剛∥著 誠文堂新光社

病害虫に効く自然農薬 学研プラス

園芸大百科 田中 幸雄∥監修 ブティック社

育てる調べる山野草2525種 栃の葉書房

どんな災害でもイヌといっしょ 徳田 竜之介∥監修 小学館クリエイティブ

どんな災害でもネコといっしょ 徳田 竜之介∥監修 小学館クリエイティブ

最後の砦 橋本 高明∥著 文芸社

牛乳パックで作る布箱とこもの46 ブティック社

お花いっぱいのペーパークイリング なかたに もとこ∥[著] ブティック社

かわいい鳥の立体切り紙 やまもと えみこ∥著 誠文堂新光社

市原悦子ことばの宝物 市原 悦子∥著 主婦の友社

平成スポーツ史　Vol.2 ベースボール・マガジン社

友情　2 講談社

止めたバットでツーベース 村瀬 秀信∥著 双葉社

北海道パークゴルフ場ガイド　2019-20 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

フランス語 JTBパブリッシング

1時間でわかるアイヌの文化と歴史 瀬川 拓郎∥監修 宝島社

経済で読み解く日本史 1 上念 司∥著 飛鳥新社

経済で読み解く日本史 2 上念 司∥著 飛鳥新社

経済で読み解く日本史 3 上念 司∥著 飛鳥新社

経済で読み解く日本史 4 上念 司∥著 飛鳥新社

経済で読み解く日本史 5 上念 司∥著 飛鳥新社

ぼくんち　下 西原 理恵子∥[作] 角川書店

植物なんでも事典 柴田 規夫∥著 文一総合出版

日本の海岸植物図鑑 中西 弘樹∥著 トンボ出版

お薬事典 郷 龍一∥執筆 ユーキャン学び出版



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

おかいものなんだっけ? 宮野 聡子∥作 講談社

オニのサラリーマン じごくの盆やすみ 富安 陽子∥文 福音館書店

おばけのぺろぺろ 乾 栄里子∥さく フレーベル館

こんにちは、ばいばい サトシン∥作 神宮館

さわれるまなべるうみのいきもの ステファニー　ババン∥文 パイインターナショナル

ともだちタワー ケルスティン　シェーネ∥文　絵 パイインターナショナル

ほんとにぜったいあけちゃダメッ!!! アンディ　リー∥作 永岡書店

マンマルさん マック　バーネット∥文 クレヨンハウス

みず 日本地下水学会市民コミュニケーション委員会∥監修 パイインターナショナル



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

キャリア教育に活きる!仕事ファイル　18 小峰書店編集部∥編著 小峰書店

2030年のハローワーク 図子 慧∥著 KADOKAWA

きせつのずかん　1 露木 和男∥監修 岩崎書店

きせつのずかん　2 露木 和男∥監修 岩崎書店

きせつのずかん　3 露木 和男∥監修 岩崎書店

きせつのずかん　4 露木 和男∥監修 岩崎書店

イチョウの絵本 濱野 周泰∥編 農山漁村文化協会

マツの絵本 福田 健二∥編 農山漁村文化協会

カエデ<モミジ>の絵本 田中 浩∥編 農山漁村文化協会

サクラの絵本 勝木 俊雄∥編 農山漁村文化協会

ひろって調べる落ち葉のずかん 安田 守∥写真　文 岩崎書店

安全に楽しむ!子どもの山登り　1 田部井 淳子∥監修 鈴木出版

安全に楽しむ!子どもの山登り　2 田部井 淳子∥監修 鈴木出版

安全に楽しむ!子どもの山登り　3 田部井 淳子∥監修 鈴木出版

よろしくパンダ広告社 間部 香代∥作 学研プラス

日本の元号大事典 日本の元号大事典編集委員会∥編著 汐文社

新渡戸稲造 文月 鉄郎∥漫画 ポプラ社

化石ハンター 小林 快次∥著 PHP研究所

おさわがせいきもの事典 加藤 英明∥監修 高橋書店

ぎりぎりいきもの事典 成島 悦雄∥監修 高橋書店

泣けるいきもの物語 今泉 忠明∥監修 学研プラス

海の生きものつかまえたらどうする? 杉本 幹∥文 偕成社

宇宙探査ってどこまで進んでいる? 寺薗 淳也∥著 誠文堂新光社

小学生でも安心!はじめての金魚&メダカ正しい飼い方・育て方 徳永 久志∥監修 メイツ出版

動く貯金箱 ブティック社

はじめてのラグビー 大野 均∥監修 世界文化社

マンガでよくわかる囲碁入門 藤沢 里菜∥監修 大泉書店



かみさまのおはなし 藤田 ミツ∥原作 講談社

火星のカレー 斉藤 洋∥作 講談社

火狩りの王　2 日向 理恵子∥作 ほるぷ出版

意味が分かると震える話 藤白 圭∥著 河出書房新社

アラジン KADOKAWA

ぼくがいちばんききたいことは アヴィ∥著 ほるぷ出版

トイ・ストーリー7つのおはなし ポプラ社

ワンダ・ガアグ グリムのゆかいなおはなし グリム∥[著] のら書店


