
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

世界一楽しい!万葉集キャラ図鑑 岡本 梨奈∥著 新星出版社

こんなにも面白い万葉集 山口 博∥著 PHP研究所

グッドバイ 朝井 まかて∥著 朝日新聞出版

人を乞う あさの あつこ∥著 祥伝社

どうしても生きてる 朝井 リョウ∥著 幻冬舎

本意に非ず 上田 秀人∥著 文藝春秋

最果ての決闘者 逢坂 剛∥著 中央公論新社

通夜女 大山 淳子∥著 徳間書店

ライオンのおやつ 小川 糸∥著 ポプラ社

小箱 小川 洋子∥著 朝日新聞出版

どうしてみんな死にたいの? 如月 陽子∥著 共同文化社

純、文学 北野 武∥著 河出書房新社

サンズイ 笹本 稜平∥著 光文社

名残の花 澤田 瞳子∥著 新潮社

日照雨 志川 節子∥著 新潮社

セバット・ソング 谷村 志穂∥著 潮出版社

ツナグ 辻村 深月∥著 新潮社

巡礼の家 天童 荒太∥著 文藝春秋

目を見て話せない 似鳥 鶏∥著 KADOKAWA

タスキメシ-箱根- 額賀 澪∥著 小学館

風神雷神 原田 マハ∥著 PHP研究所

風神雷神 原田 マハ∥著 PHP研究所

星と龍 葉室 麟∥著 朝日新聞出版

人間 又吉 直樹∥著 毎日新聞出版

カエルの小指 道尾 秀介∥著 講談社

彼女たちの犯罪 横関 大∥著 幻冬舎

老いも病も受け入れよう 瀬戸内 寂聴∥著 新潮社

四肢奮迅 乙武 洋匡∥著 講談社

「松本清張」で読む昭和史 原 武史∥著 NHK出版



よろず占い処陰陽屋百ものがたり 天野 頌子∥[著] ポプラ社

ソードアート・オンライン　22 川原 礫∥[著] KADOKAWA

5分後に意外な結末ベスト・セレクション 桃戸 ハル∥編　著 講談社

新・入り婿侍商い帖 千野 隆司∥[著] KADOKAWA



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

実用六法 加藤 晋介∥監修 成美堂出版

大辞林 松村 明∥編 三省堂

朝鮮通信使の真実 石 平∥著 ワック

ロウソクの科学 ファラデー∥[著] KADOKAWA

「5G革命」の真実 深田 萌絵∥著 ワック

パソコンで困ったときに開く本 2020 朝日新聞出版

歎異抄をひらく 高森 顕徹∥著 1万年堂出版

渡部昇一 歴史への遺言 渡部 昇一∥著 ビジネス社

皇室 別冊 扶桑社

皇室　84号(令和元年秋) 扶桑社

「日本国紀」の天皇論 百田 尚樹∥著 産経新聞出版

令和誕生 読売新聞政治部∥著 新潮社

北国に光を掲げた人々　37 北海道科学文化協会／編集 北海道科学文化協会

るるぶ青森　'20 JTBパブリッシング

るるぶ福井　'20 JTBパブリッシング

るるぶ南紀白浜伊勢志摩　'20 JTBパブリッシング

るるぶ愛媛　'20 JTBパブリッシング

るるぶ鹿児島　'20 JTBパブリッシング

中国の大プロパガンダ 何 清漣∥著 扶桑社

家と土地のことならこの1冊 國部 徹∥監修 自由国民社

つけびの村 高橋 ユキ∥著 晶文社

椅子に座ってできるシニアの1,2分間筋トレ×脳トレ体操51 斎藤 道雄∥著 黎明書房

介護の現場と業界のしくみ 高山 善文∥著 ナツメ社

世界中の子どもの権利をまもる30の方法 国際子ども権利センター∥編 合同出版

Q&Aでわかる子どものネット依存とゲーム障害 樋口 進∥著 少年写真新聞社

DIY葬儀ハンドブック 松本 祐貴∥著 駒草出版



アポイ岳ジオパークガイドブック 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

ニュース・天気予報がよくわかる気象キーワード事典 筆保 弘徳∥編著 ベレ出版

3D地図でわかる日本列島地形図鑑 高田 将志∥監修 成美堂出版

ウニハンドブック 田中 颯∥著 文一総合出版

寝ながらできる認知症予防　1 山崎 律子∥編 ミネルヴァ書房

川崎病 三浦 大∥著 弘文堂

国立がん研究センターの正しいがん検診 中山 富雄∥監修 小学館クリエイティブ

トコトンやさしい金属材料の本 吉村 泰治∥著 日刊工業新聞社

小田急電鉄完全ガイド ネコ・パブリッシング

ちょこっと手作り!ペットボトルキャップこもの ブティック社

フェルトで作るゆかいな生きもの 佐々木 公子∥[著] ブティック社

羊毛フェルトでつくる動物と雑貨のある暮らし さくだ ゆうこ∥著 日本ヴォーグ社

てんきち母ちゃんの太らない!日持ちおかず 井上 かなえ∥著 扶桑社

40代で体脂肪率14%の料理研究家が実践する筋肉をつくるスープ 牛尾 理恵∥著 河出書房新社

旨し、うるわし、京都ぐらし 大原 千鶴∥著 世界文化社

枝元なほみの今夜はおでん 枝元 なほみ∥著 技術評論社

野菜の「べんり漬け」 榎本 美沙∥著 主婦の友社

すてきなフルーツスタイリング Misako Suzuki∥著 世界文化社

しぜんなおかし 今井 ようこ∥著 NHK出版

探検家とペネロペちゃん 角幡 唯介∥著 幻冬舎

図解知識ゼロからのコメ入門 八木 宏典∥監修 家の光協会

小田急電鉄のすべて 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人

東京ディズニーリゾート完全ガイド　2020-2021 講談社∥編 講談社

消しゴムはんこ。で年賀状 津久井 智子∥著 大和書房

丘悠悠 渥美 顕二∥著 北海道新聞社

北辺燦々 関口 哲也∥著 北海道新聞社

かんたん楽しい手づくりカードBOOK やまもと えみこ∥著 日本ヴォーグ社

新世代至高のおりがみ 山口 真∥著 西東社

永遠に刻みたいイチロー262のメッセージ イチロー∥[述]監修 ぴあ



栗山ノート 栗山 英樹∥著 光文社

オータムセール  ２０１９　第１日目 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

オータムセール  ２０１９　第２日目 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

セプテンバーセール  ２０１９　第１日目  第２日目 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

ますます心とカラダを整えるおとなのための1分音読 山口 謠司∥著 自由国民社

韓国語きほん単語集 金 順玉∥著 新星出版社

韓国語日常会話集 房 賢嬉∥著 新星出版社



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あかちゃんいまどのくらい? スムリッティ　プラサダム=ホルス∥ぶん 潮出版社

いるのいないの 京極 夏彦∥作 岩崎書店

おおゆき 最上 一平∥作 鈴木出版

おなべさんとおたまちゃん 宮本 えつよし∥作 教育画劇

かべのすきま 中西 翠∥文 アリス館

きらいきらい! 武田 美穂∥作　絵 童心社

くまくまパン いちにちパンやさん 西村 敏雄∥作 あかね書房

しろいしろいころわん 間所 ひさこ∥作 ひさかたチャイルド

しちふくじんのかみかみレストラン すがの やすのり∥絵 少年写真新聞社

スプーンコプター 竹与井 かこ∥作 アリス館

図書館のふしぎな時間 福本 友美子∥作 玉川大学出版部

どこ? 山形 明美∥作 講談社

なーんにみえる?るんるんフルーツ コローロ∥せいさく 赤ちゃんとママ社

なんでもモッテルさん 竹下 文子∥文 あかね書房

ないしょのオリンピック もとした いづみ∥ぶん ほるぷ出版

ながーい5ふん みじかい5ふん リズ　ガートン　スキャンロン∥文 光村教育図書

ねこのオーランドーよるのおでかけ キャスリーン　ヘイル∥さく 好学社

ノラネコぐんだんカレーライス 工藤 ノリコ∥著 白泉社

ばあ ザ　キャビンカンパニー∥作　絵 岩崎書店

ふとんがふっとんだ 新井 洋行∥作 講談社

ムーミントロールと金のはっぱ トーベ　ヤンソン∥原作　絵 徳間書店

物干しダンス大会 きみちゃん∥文 文芸社

やさいのがっこう キャベツくんおはなになる? なかや みわ∥さく 白泉社

やさいぺたぺたかくれんぼ 松田 奈那子∥作 アリス館

よんでみよう!ミニオンあいうえおのえほん 小学館

よろしくともだち 内田 麟太郎∥作 偕成社

リュックをしょって 村上 康成∥作 絵本塾出版



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

大人になったら行ってみたい!世界のふしぎな風景図鑑 パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル

雷のひみつ こめ助∥まんが 学研プラス

多目的作業車のひみつ トミイ大塚∥まんが 学研プラス

お札に描かれる偉人たち 楠木 誠一郎∥著 講談社

どうなる?これからのお金図鑑 荻原 博子∥監修 文溪堂

発達と障害を考える本　4 ミネルヴァ書房

世界のクルマ大百科 スタジオタッククリエイティブ

鉄道会社で行こう! 豊田 巧∥作 集英社

湖の国 柏葉 幸子∥作 講談社

アドリブ 佐藤 まどか∥著 あすなろ書房

電車で行こう!　［２３］ 豊田 巧∥作 集英社

百桃太郎 原 京子∥文 ポプラ社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　12 廣嶋 玲子∥作 偕成社

新選組戦記　上 小前 亮∥作 小峰書店

フラミンゴボーイ マイケル　モーパーゴ∥作 小学館

クイズでわかる!全国47都道府県 陰山 英男∥監修 小学館

加藤英明、カミツキガメを追う! 加藤 英明∥著 学研プラス

この海を越えれば、わたしは ローレン　ウォーク∥作 さ・え・ら書房


