
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

アスリーツ あさの あつこ∥著 中央公論新社

絶望スクール 石田 衣良∥著 文藝春秋

不審者 伊岡 瞬∥著 集英社

明日の僕に風が吹く 乾 ルカ∥著 KADOKAWA

流葉断の太刀 上田 秀人∥著 徳間書店

楽園の真下 荻原 浩∥著 文藝春秋

祝祭と予感 恩田 陸∥著 幻冬舎

定価のない本 門井 慶喜∥著 東京創元社

ごめん。 加藤 元∥著 集英社

菊花の仇討ち 梶 よう子∥著 文藝春秋

ブラックシープ・キーパー 柿本 みづほ∥[著] 角川春樹事務所

虎を追う 櫛木 理宇∥著 光文社

妻の終活 坂井 希久子∥著 祥伝社

髪結おれん 千野 隆司∥著 KADOKAWA

死にゆく者の祈り 中山 七里∥著 新潮社

雨に消えた向日葵 吉川 英梨∥著 幻冬舎

Iの悲劇 米澤 穂信∥著 文藝春秋

逃亡小説集 吉田 修一∥著 KADOKAWA

大人の流儀　9 伊集院 静∥著 講談社

ヤットコスットコ女旅 室井 滋∥著 小学館

世界のはての少年 ジェラルディン　マコックラン∥著 東京創元社

島抜けの女 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所

流れの勘蔵 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所

ジョッキーズ・ハイ 島田 明宏∥著 集英社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　2019年8月号 北海道新聞社

北海道新聞縮刷版　2019年9月号 北海道新聞社

石の辞典 矢作 ちはる∥文 雷鳥社

江原さん、こんなしんどい世の中で生きていくにはどうしたらいいですか? 江原 啓之∥著 祥伝社

ヒンドゥー教と仏教 マックス　ウェーバー∥著 日貿出版社

オリンピックでよく見るよく聴く国旗と国歌 吹浦 忠正∥著 三修社

リヒトホーフェン姉妹 マーティン　グリーン∥[著] みすず書房

死ぬまでに行きたい!世界の絶景 ガイド編 詩歩∥著 三才ブックス

マレーシア　〔2019〕 昭文社

闘争と文化 野口 雅弘∥[著] みすず書房

国家学の再建 牧野 雅彦∥著 名古屋大学出版会

籠池家を囲むこんな人たち 籠池 佳茂∥著 青林堂

民法のツボとコツがゼッタイにわかる本 石川 正樹∥著 秀和システム

マンガでわかるSDGs SDGsビジネス総合研究所経営戦略会議∥監修 PHPエディターズ・グループ

図解でハッキリわかる労働時間、休日・休暇の実務 佐藤 広一∥著 日本実業出版社

マックス・ヴェーバーの新世紀 橋本 努∥編 未来社

マックス‐ウェーバー　上 ラインハルト　ベンディクス∥著 三一書房

ヴェーバー都市論の射程 田中 豊治∥著 岩波書店

まんが墓活 井上 ミノル∥著 140B

科学の謎 日経ナショナルジオグラフィック社

さっぽろ野鳥観察手帖 河井 大輔∥著 亜璃西社

脳卒中の再発を防ぐ本 平野 照之∥監修 講談社

動かないゼロトレ 石村 友見∥著 サンマーク出版

グレタたったひとりのストライキ マレーナ　エルンマン∥著 海と月社

プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田 秀重∥監修 東京書籍

令和を走る昭和の電車 イカロス出版



絶対おいしいデイリーワイン大全 江藤 文太∥監修 枻出版社

手ぶらで生きる。 ミニマリストしぶ∥著 サンクチュアリ出版

こんがり偏愛レシピ 市瀬 悦子∥著 グラフィック社

フライパンで10分!ごちそう煮込み 市瀬 悦子∥著 学研プラス

親に届ける宅配ごはん 岩崎 啓子∥著 女子栄養大学出版部

日本一おいしい煮もの KADOKAWA

連続テレビ小説なつぞら なつが食べてたおいしいレシピ 扶桑社

野菜がおいしすぎる作りおき 中井 エリカ∥著 エムディエヌコーポレーション

365日のパウンドケーキ 高石 紀子∥著 主婦と生活社

そば学 井上 直人∥著 柴田書店

新しい小田急電鉄の世界 交通新聞社

5人目の旅人たち 広田 すみれ∥著 慶應義塾大学出版会

いちからわかる円山応挙 岡田 秀之∥著 新潮社

ねずみ年のゆる文字年賀状 宇田川 一美∥著 誠文堂新光社

スマホで旅行写真コツと裏ワザ 庄子 利男∥著 青春出版社

大迫傑 走って、悩んで、見つけたこと。 大迫 傑∥著 文藝春秋

もっと夢中になる!トランプの本 草場 純∥著 主婦の友社

戦略で読み解く日本合戦史 海上 知明∥著 PHP研究所



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

オラフありがとうのえほん コリン　ホーステン∥文 講談社

おいで… 有田 奈央∥文 新日本出版社

おそろしいよる きむら ゆういち∥作 鈴木出版

おもちさんがね… とよた かずひこ∥さく　え 童心社

たいこ 樋勝 朋巳∥ぶん　え 福音館書店

チリとチリリあめのひのおはなし どい かや∥作 アリス館

ねこの結婚式 安房 直子∥作 金の星社

ねことねこ 町田 尚子∥作 こぐま社

ハロウィーンくまちゃん シャーリー　パレントー∥ぶん 岩崎書店

わんぱくだんのてんぐのすむやま ゆきの ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド

ぱん・ぱん・パンやさん こが ようこ∥脚本 童心社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

発達と障害を考える本　２ ミネルヴァ書房

考える力を育てるはじめてのゆびあみ 日本ヴォーグ社

のりもの100だいあいうえおずかん スタジオタッククリエイティブ

境い目なしの世界 角野 栄子∥著 理論社

ラストで君は「まさか!」と言う　冬の物語 PHP研究所∥編 PHP研究所

古墳のなぞがわかる本 河野 正訓∥監修 岩崎書店

発達と障害を考える本　3 ミネルヴァ書房

日本のスゴイ科学者 日本科学未来館∥編著 朝日学生新聞社

世界の鉱物・岩石・化石・貝・大図鑑 ダン　グリーン∥文 スタジオタッククリエイティブ

しずくちゃん　33 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

入門万葉集 上野 誠∥著 筑摩書房

みかん、好き? 魚住 直子∥著 講談社

モンスター・ホテルでオリンピック 柏葉 幸子∥作 小峰書店

だれもしらない図書館のひみつ 北川 チハル∥作 汐文社

モノクロームの不思議 斉藤 洋∥作 静山社

昔話法廷　Season4 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班∥編 金の星社

枕草子いとめでたし! 天野 慶∥著 朝日学生新聞社

魔法使いマーリンの犬　続 エリック　カーン　ゲイル∥作 評論社


