
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

寂聴先生、ありがとう。 瀬尾 まなほ∥著 朝日新聞出版

合同句集  楢の実　合同俳集　第七巻 楢の実吟社

ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤∥著 ダイヤモンド社

空と湖水 植松 三十里∥著 文藝春秋

ガラスの城壁 神永 学∥著 文藝春秋

炎天夢 今野 敏∥[著] 角川春樹事務所

緋の河 桜木 紫乃∥著 新潮社

旧友再会 重松 清∥著 講談社

死に支度 瀬戸内 寂聴∥著 講談社

サリエルの命題 楡 周平∥著 講談社

希望の糸 東野 圭吾∥著 講談社

ハッピーアワーは終わらない 東川 篤哉∥著 新潮社

綾峰音楽堂殺人事件 藤谷 治∥著 ポプラ社

出身成分 松岡 圭祐∥著 KADOKAWA

カザアナ 森 絵都∥著 朝日新聞出版

黄色い実 吉永 南央∥著 文藝春秋

生のみ生のままで　上 綿矢 りさ∥著 集英社

生のみ生のままで　下 綿矢 りさ∥著 集英社

大人の流儀　7 伊集院 静∥著 講談社

夫の後始末 曽野 綾子∥著 講談社

じじばばのるつぼ 群 ようこ∥著 新潮社

コブタン 須貝  光夫／編集 コブタン文学会

アイヌ叙景詩鑑賞 : 押韻法を中心に 丹菊逸治 著 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

世界を救う100歳老人 ヨナス　ヨナソン∥著 西村書店

読み出したら止まらない!国内ミステリーマストリード100 千街 晶之∥著 日本経済新聞出版社

許されようとは思いません 芦沢 央∥著 新潮社

今昔百鬼拾遺 天狗 京極 夏彦∥著 新潮社

キノの旅　22 時雨沢 恵一∥[著] KADOKAWA

蟻の菜園 柚月 裕子∥[著] KADOKAWA

壊れやすいもの ニール　ゲイマン∥[著] KADOKAWA



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

今すぐ使えるかんたんWord & Excel & PowerPoint 技術評論社編集部∥著 技術評論社

老いへの「ケジメ」 斎藤 茂太∥著 新講社

怒らない人の頭の中 金川 顕教∥著 サンライズパブリッシング

知られざる弥生ライフ 譽田 亜紀子∥著 誠文堂新光社

皇室 第82号(平成31年春号) 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

牡蠣の森と生きる 畠山 重篤∥著 中央公論新社

JAPAN Takeshi Yoro∥[編] [みずほフィナンシャルグループ]

北海道Walker 2019夏・秋 KADOKAWA

るるぶ埼玉　’20 JTBパブリッシング

るるぶ名古屋　’20 JTBパブリッシング

るるぶ大阪　’20 JTBパブリッシング

るるぶフランス　[2019] JTBパブリッシング

習近平の敗北 福島 香織∥[著] ワニブックス

中国大自滅 渡邉 哲也∥著 徳間書店

相続・贈与がまるごとわかる本 三才ブックス

100年企業強さの秘密 日本経済新聞出版社∥編 日本経済新聞出版社

世界で一番カンタンな投資とお金の話 村上 世彰∥著 文藝春秋

イラストでわかる怒らずのばす育て方 篠 真希∥著 池田書店

地図から読み解く自然災害と防災<減災> 酒井 多加志∥著 近代消防社

ドキュメント豪雨災害 谷山 宏典∥著 山と溪谷社

在米被爆者 松前 陽子∥著 潮出版社

決定版!12か月のかわいい壁面87 新星出版社編集部∥編 新星出版社

アイヌ・先住民研究センターの10年 : 2007-2017 北海道大学アイヌ  先住民研究センター 編 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

食べられる虫ハンドブック 内山 昭一∥監修 自由国民社

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

漫画むかわ竜発掘記 土屋 健∥企画　原案 誠文堂新光社

もっと知りたい動物園と水族館 小宮 輝之∥著 メディアパル

トラウマのことがわかる本 白川 美也子∥監修 講談社



日本精工１００年史 資料編年表 [日本精工株式会社／編] 日本精工

日本精工１００年史 経営通史編技術史編 [日本精工株式会社／編] 日本精工

お金が貯まるのは、どっち!? 菅井 敏之∥著 アスコム

これ一冊ではじめる!日曜大工 山田 芳照∥著 ナツメ社

みんなのルームシューズ 市ノ瀬 絵里子∥著 日本文芸社

ステキを作る60代からのソーイング　vol.3 ブティック社

はじめてのレース編み 河合 真弓∥著 朝日新聞出版

Zoozのフェルトモビール&ガーランド Zooz∥[著] ブティック社

ハツ江おばあちゃんの定番おかず 高木 ハツ江∥著 NHK出版

家政婦マコのヒルナンデス!魔法のテクニック mako∥著 ワニブックス

容器に入れてチンするだけ!ほぼ1ステップで作れるレンジ飯 リュウジ∥著 KADOKAWA

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

そうめんの本 市瀬 悦子∥[著] 枻出版社

シーン別山ごはんレシピBOOK 枻出版社

おくすり晩酌 大友 育美∥著 ワニブックス

すくすく赤ちゃん 田原 卓浩∥著 保健同人社

ホクレン百年史 ホクレン農業協同組合連合会 編 ホクレン農業協同組合連合会

北海道森林づくり白書　平成３０年度 北海道水産林務部総務課林務企画グループ／編 北海道

イラスト図解林業機械・道具と安全衛生 月刊『林業新知識』∥編 全国林業改良普及協会

北海道水産業・漁村のすがた　２０１９ 北海道水産林務部総務課水産企画グループ／編 北海道

ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野 たから∥著 自由国民社

スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本 小宮 紳一∥著 秀和システム

遺体と火葬のほんとうの話 佐藤 信顕∥著 二見書房

チコっと冒険　2 CHICO∥著 徳間書店

銀の匙　VOLUME14 荒川 弘∥著 小学館

「大家さんと僕」と僕 矢部 太郎∥ほか著 新潮社

ちはやふる　41 末次 由紀∥著 講談社

月刊アイワード合本　第１２巻 月刊アイワード編集委員会／編 アイワード

折り紙でつくる箱と袋もの 金杉 登喜子∥著 日本文芸社

まあまあふうふう。 八千草 薫∥著 主婦と生活社



平成スポーツ史　Vol.3 ベースボール・マガジン社

はじめてのテント山行 栗山 祐哉∥監修 メイツ出版

セレクションセール　２０１９ 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

人もお金も動かす超スゴイ!文章術 金川 顕教∥著 すばる舎

文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 三宅 香帆∥著 サンクチュアリ出版

韓国語日常会話集 房 賢嬉∥著 新星出版社

解くだけで身につくおもてなし英会話検定 デイビッド　セイン∥著 祥伝社

年齢は捨てなさい 下重 暁子∥著 幻冬舎

ウイグル人に何が起きているのか 福島 香織∥著 PHP研究所

投資なんか、おやめなさい 荻原 博子∥著 新潮社

家族という病　2 下重 暁子∥著 幻冬舎

慟哭の谷 木村 盛武∥著 文藝春秋

老前破産 荻原 博子∥著 朝日新聞出版

環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書　令和元年版 環境省大臣官房環境計画課∥編集 日経印刷

Ｔｈｅ  ｏｆｆｉｃｉａｌ  ｇｕｉｄｅ  ｔｏ  ｔｈｅ  Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｒｉｖｉｅｒａ  Ｇｌｏｂａｌ  Ｇｅｏｐａｒｋ Ｍｅｌａｎｉｅ  Ｂｏｒｄｅｒ ＣｏａｓｔａｌＰｕｂｌｉｓｈｉｎｇ

ＧＥＯＰＡＲＫ  ｍａｇａｚｉｎｅ　２０１９年第６号 日本ジオパークネットワーク

第9回日本ジオパーク全国大会2018 : アポイ岳（北海道様似町）大会 : 報告書 第9回日本ジオパーク全国大会アポイ岳（北海道様似町）大会大会実行委員会 編 アポイ岳（北海道様似町）大会実行委員会

赤躑躅で様似の景観を造る会 赤躑躅で様似の景観を造る会



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あいうえオリンピック 中川 ひろたか∥文 くもん出版

いちばんのきかんしゃ ウィルバート　オードリー∥原作 ポプラ社

海ガラスの夏 ミシェル　ハウツ∥文 BL出版

おなかがへった マメイケダ∥作 WAVE出版

おばけのばあ せな けいこ∥さく　え KADOKAWA

火山はめざめる はぎわら ふぐ∥作 福音館書店

ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社

さかさまたんけんたい すずき みほ∥作 偕成社

さかながはねて 中川 ひろたか∥ぶん 世界文化社

しろちゃんとはりちゃん なつのいちにち たしろ ちさと∥作　絵 ひかりのくに

でんしゃにんじゃ 藤本 ともひこ∥作　絵 交通新聞社

どっちからよんでも 本村 亜美∥文 絵本館

どうぶつたちのだいすきって? アン　ウィットフォード　ポール∥ぶん 岩崎書店

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

ヒロシマ消えたかぞく 指田 和∥著 ポプラ社

ぴったんこ 浦中 こういち∥作　絵 鈴木出版

へんしんバス あきやま ただし∥作　絵 金の星社

みらいのえんそく ジョン　ヘア∥作 あすなろ書房



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

トイ・ストーリー4 スーザン　フランシス∥作 偕成社

研究って楽しい 関 和之∥マンガ　イラスト 旺文社

うれ史!はずか史!日本史 古舘 明廣∥著 岩崎書店

平成の天皇 祓川 学∥シナリオ 小学館

14歳からの政治入門 池上 彰∥著 マガジンハウス

名もなき花たちと 小手鞠 るい∥著 原書房

もぐ★もぐ自由研究&クラフト 学研プラス

ざんねんないきもの事典 今泉 忠明∥監修 高橋書店

よくわかる情報通信 高作 義明∥著 PHP研究所

ゲームクリエイターになるには? 馬場 保仁∥監修 金の星社

ちびまる子ちゃんの話しかたと発表 さくら ももこ∥キャラクター原作 集英社

ルビとしっぽの秘密 野中 柊∥作 理論社

かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社

ジークの睡眠相談所 春間 美幸∥著 講談社

鬼遊び 廣嶋 玲子∥作 小峰書店

気づかなければよかった恐ろしい話 結木 礼∥著 東京書店


