
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

シルバー川柳　9 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社

20 石川 智健∥著 講談社

百舌落とし 逢坂 剛∥著 集英社

罪の轍 奥田 英朗∥著 新潮社

熱源 川越 宗一∥著 文藝春秋

リンゴの木の神さま 笠原 正雄∥著 PHP研究所

老父よ、帰れ 久坂部 羊∥著 朝日新聞出版

犯人に告ぐ　3 雫井 脩介∥著 双葉社

流星のソード 柄刀 一∥著 祥伝社

銀の匙 中 勘助∥作 朝日出版社

罪と祈り 貫井 徳郎∥著 実業之日本社

トリガー　上 真山 仁∥著 KADOKAWA

トリガー　下 真山 仁∥著 KADOKAWA

落日 湊 かなえ∥[著] 角川春樹事務所

命あれば 瀬戸内 寂聴∥著 新潮社

厳寒の町 アーナルデュル　インドリダソン∥著 東京創元社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　２０１９年７月号 北海道新聞社

住民基本台帳人口・世帯数表　平成31年版 国土地理協会

ウニヒピリのおしゃべり 吉本 ばなな∥著 講談社

皇室 83号(令和元年夏) 扶桑社

天声人語 2019年1月-6月 朝日新聞論説委員室∥著 朝日新聞出版

もう銀行はいらない 上念 司∥著 ダイヤモンド社

「空き家」に困ったら最初に読む本 牧野 寿和∥監修 河出書房新社

孤絶 読売新聞社会部∥著 中央公論新社

時が止まった部屋 小島 美羽∥ミニチュア制作　文 原書房

災害に強いまちづくりは互近助の力 山村 武彦∥著 ぎょうせい

死ぬんじゃねーぞ!! 中川 翔子∥著 文藝春秋

世界のかわいい動物の赤ちゃん パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル

心の持ち方ひとつで人生が変わる! 高橋 伸忠∥著 PHP研究所

1分間だけ伸ばせばいい 佐藤 義人∥著 アスコム

北海道環境白書’１８ 環境生活部環境局環境政策課／編集 北海道

はじめての今さら聞けないWi‐Fiの使い方 小出 悠太郎∥著 秀和システム

ベビーとキッズの布小物 鈴木 千晶∥著 文化学園文化出版局

すてきな手編み 2019-2020秋冬 日本ヴォーグ社

かぎ針も棒針もきちんと編める手編みの基礎 吉田 裕美子∥著 日本文芸社

パッチワークの基礎BOOK ブティック社

時間(とき)の花束 三浦 百惠∥著 日本ヴォーグ社

ちょっとリッチなフライパン煮込み 川上 文代∥[著] 東京書店

ばぁばの今日も「ごちそうさま」 鈴木 登紀子∥著 あさ出版

餃子、春巻きレシピ 堤 人美∥[著] 枻出版社

ココだけおさえればOK!育児 渡辺 とよ子∥監修 主婦の友社

ココだけおさえればOK!離乳食 上田 玲子∥監修 主婦の友社

北海道農業・農村の動向 平成３０年度 農政部農政課／編 北海道



北海道農業・農村統計表 平成３０年度 農政部農政課／編 北海道

るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック [2019] JTBパブリッシング

追悼特別展高倉健 = Retrospective Ken Takakura 毎日新聞東京本社事業本部  東京ステーションギャラリー  アヴァンティ  プラス 編 毎日新聞社

サザエさんヒストリーブック 扶桑社

サマーセール 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

サマーセール 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

囲碁打ち方の教科書 高尾 紳路∥監修 池田書店

タイ語 JTBパブリッシング

英単語の語源図鑑 続 清水 建二∥著 かんき出版

北海道の鉄道旅大図鑑 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人

韓国壊乱 櫻井 よしこ∥著 PHP研究所

韓国「反日フェイク」の病理学 崔 碩栄∥著 小学館

ネトウヨとパヨク 物江 潤∥著 新潮社



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あやしいぶたのたね 佐々木 マキ∥作 絵本館

いれてくやさーい わたなべ あや∥絵 ひかりのくに

おばけばたけのおふろやさん とよた かずひこ∥作　絵 ひさかたチャイルド

おやさいしろくま 柴田 ケイコ∥作　絵 PHP研究所

おばあちゃん、ぼくにできることある? ジェシカ　シェパード∥さく 偕成社

かわにくまがおっこちた リチャード　T.モリス∥著 岩崎書店

ガンピーさんのサイ ジョン　バーニンガム∥作 BL出版

くだものたちのないしょだよ はせがわ かこ∥作 WAVE出版

こねこをひろったけどそだててみたら… 新井 洋行∥作 BL出版

じゃない! チョー ヒカル∥作 フレーベル館

たまごにいちゃんとたまごじいさん あきやま ただし∥作　絵 鈴木出版

でんぐりごろりん ふくだ じゅんこ∥[作] 大日本図書

とつきとおか ミランダ　ポール∥文 汐文社

ハロウィンのおきゃくさま レオ　ランドリー∥作 光村教育図書

ようかいオリリンピック めぐろ みよ∥作 星の環会

リーとスーのどこ?どこ?どこ? コンドウ アキ∥作　絵 教育画劇



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

やさしくわかるデジタル時代の著作権　1 山本 光∥監修　著 技術評論社

ネルソン・マンデラ 新井 淳也∥まんが 小学館

大人になったらしたい仕事　3 朝日中高生新聞編集部∥[編] 朝日学生新聞社

発達と障害を考える本　1 ミネルヴァ書房

大迫力!日本の都市伝説大百科 朝里 樹∥監修 西東社

海辺の石ころ図鑑 渡辺 一夫∥[著] ポプラ社

小さな悪い本 マグヌス　ミスト∥作 金の星社

ねこの町のホテル プチモンド 小手鞠 るい∥作 講談社

動物と話せる少女リリアーネ　プチストーリーズ タニヤ　シュテーブナー∥著 学研プラス

かくれ家のアンネ・フランク ヤニー　ファン　デル　モーレン∥作 岩波書店

こども六法 山崎 聡一郎∥著 弘文堂

となりのミステリー生物ずかん ささき隊長∥著 時事通信出版局

海辺の生きもの大探検! 川嶋 一成∥著 PHP研究所

探そう！ほっかいどうの虫 堀　繁久／著 北海道新聞社

ごみ育 滝沢 秀一∥著 太田出版

こうや豆腐のひみつ 山口  育孝／まんが 学研プラス

真珠のひみつ おぎの ひとし∥まんが 学研プラス

ウルトラせんしVS.(たい)100大かいじゅう決戦図鑑 円谷プロダクション∥監修 講談社

ウルトラ38大戦士ベスト図鑑 講談社

全ウルトラ怪獣完全超百科　ウルトラQ～ウルトラマンパワード編 講談社

ウルトラ戦士VSライバル大怪獣対決超百科 講談社

ウルトラ全戦士超ずかん 小学館

9人の仮面ライダー 講談社

恐怖コレクター　巻ノ12 佐東 みどり∥作 KADOKAWA

おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに! トロル∥さく　え ポプラ社

飛ぶための百歩 ジュゼッペ　フェスタ∥作 岩崎書店


