
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

清く貧しく美しく 石田 衣良∥著 新潮社

風に乗って、跳べ 川端 裕人∥著 朝日学生新聞社

首 北野 武∥著 KADOKAWA

抵抗都市 佐々木 譲∥著 集英社

インタビューズ 堂場 瞬一∥著 河出書房新社

風間教場 長岡 弘樹∥著 小学館

騒がしい楽園 中山 七里∥著 朝日新聞出版

春とび娘 原 宏一∥著 双葉社

まずはこれ食べて 原田 ひ香∥著 双葉社

奈落 古市 憲寿∥著 新潮社

リボンの男 山崎 ナオコーラ∥著 河出書房新社

老人初心者の覚悟 阿川 佐和子∥著 中央公論新社

笑ってる場合かヒゲ　1 藤村 忠寿∥著 朝日新聞出版

三体 劉 慈欣∥著 早川書房

カッティング・エッジ ジェフリー　ディーヴァー∥著 文藝春秋

韓国人のボクが「反日洗脳」から解放された理由(ワケ) WWUK∥著 ワック

初午祝言 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

贖いのリミット カリン　スローター∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　2019年１２月号 北海道新聞社

進学ガイド　2020 北海道私立専修学校各種学校連合会／編 北海道私立専修学校各種学校連合会

伊豆の大地の物語 小山 真人∥著 静岡新聞社

平取町立二風谷アイヌ文化博物館年報　２０１７年度 平取町立二風谷アイヌ文化博物館／編 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

北の発掘物語 : 遺跡と遺物は語る 北海道埋蔵文化財センター 編 北海道埋蔵文化財センター

女たちのシベリア抑留 小柳 ちひろ∥著 文藝春秋

ほっかいどう百年物語　下巻 STVラジオ∥編 中西出版

おとなの温泉宿ベストセレクション100 昭文社

るるぶ横浜中華街みなとみらい　'21 JTBパブリッシング

るるぶ宮崎高千穂　'21 JTBパブリッシング

るるぶイタリア　'21 JTBパブリッシング

旭川市におけるアイヌ民族の現状と地域住民 : 2018年アイヌ民族多住地域調査報告書 小内透 編著 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

生活実用法律事典 國部 徹∥監修 自由国民社

ビジネス用語図鑑 マイストリート∥編 WAVE出版

8050問題 黒川 祥子∥著 集英社

女の子になりたい男の子LGBTって何? 森木森も∥著 みらいパブリッシング

高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて 岡本 弘子∥監修 ナツメ社

幼稚園教諭になるには 大豆生田 啓友∥著 ぺりかん社

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ∥著 新潮社

脊柱管狭窄症腰の名医20人が教える最高の治し方大全 文響社

透析療法 石橋 由孝∥著 主婦の友社

100歳まで元気でボケない食事術 堀江 ひろ子∥著 主婦の友社

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 ホセ　ムヒカ∥[述] 双葉社

マンガでわかるドローン 名倉 真悟∥著 オーム社

トコトンやさしいゴム材料の本 伊藤 眞義∥著 日刊工業新聞社

○と□2つの基本形でつくるこどものニット小物 吉村 雅衣∥著 家の光協会



色と形 パッチワークパターンで布遊び 小関 鈴子∥著 グラフィック社

志麻さんちのごはん タサン志麻∥著 幻冬舎

syunkonカフェごはん 山本 ゆり∥[著] 宝島社

おにぎりの本 おにぎり協会∥監修 辰巳出版

子どもに伝えたい歳時記ごはん えとにママ∥著 講談社

チョコレートスイーツBOOK SEIJIN∥著 KADOKAWA

野菜だより図解土づくりタネまき植えつけ 学研プラス

のらのいる風景 佐々木 まこと∥著 鈴屋出版

もっと知りたい「怖い絵」展 中野 京子∥著 KADOKAWA

7日でうまくなる油絵初級レッスン 小屋 哲雄∥著 誠文堂新光社

さくらももこ『ちびまる子ちゃん』を旅する 平凡社

ちはやふる　42 末次 由紀∥著 講談社

義男の空　volume12 エアーダイブ∥制作 Dybooks

アイヌの美しき手仕事 = The beauty of Ainu handiwork : 柳宗悦と芹沢銈介のコレクションから 北海道立近代美術館  宮城県美術館  アイヌ民族文化財団 編 アイヌ民族文化財団

バレーボールの戦い方 高橋 宏文∥著 ベースボール・マガジン社

一生に一度旅してみたいゴルフコース 伊集院 静∥著 日本経済新聞出版社

ダンス部ノート 石原 久佳∥著 ベストセラーズ



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いっぽんのせんとマヌエル ピクニックのひ マリア　ホセ　フェラーダ∥文 偕成社

いろいろいろんなからだのほん メアリ　ホフマン∥ぶん 少年写真新聞社

ウォッシュバーンさんがいえからでない13のりゆう 中川 ひろたか∥作 文溪堂

おいかけっこのひみつ いとう ひろし∥作 ポプラ社

おなべさん きのした けい∥作 コクヨ

けんけつのはなし 中川 ひろたか∥さく 学研プラス

ごはん山 はらぺこめがね∥著 白泉社

たこあげ 青山 友美∥作 講談社

チョコレート・ウォーズ エリス　ドラン∥作 光村教育図書

ねこなんていなきゃよかった 村上 しいこ∥作 童心社

のりまき 小西 英子∥さく 福音館書店

パンダ星 そら∥作　絵 学研プラス

みずたまり アデレイド　ホール∥さく 好学社

ゆきのけっしょう 武田 康男∥監修　写真 岩崎書店

わくわくげんきにあそぼう! やなせスタジオ∥作画 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

わくわくげんきにあそぼう! やなせスタジオ∥作画 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

斎藤道三 加来 耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

台湾のひみつ BIGUN∥まんが 学研プラス

総合商社のひみつ 工藤 ケン∥まんが 学研プラス

地図で見る日本の地震 山川 徹∥文 偕成社

鉄道のクイズ図鑑 学研プラス

自転車交通ルールを学ぼう！ 自転車活用推進本部／監修 公益財団法人自転車駐車場整備センター

宅配ロッカー・宅配ボックスのひみつ トミイ大塚∥まんが 学研プラス

やかまし村の春夏秋冬 アストリッド　リンドグレーン∥作 岩波書店

アナと雪の女王2 ウォルト　ディズニー　カンパニー∥原作 偕成社

戦場の秘密図書館 マイク　トムソン∥著 文溪堂

ナイキ|フィル・ナイト フレドリック　コルティング∥文 岩崎書店

発達と障害を考える本　5 ミネルヴァ書房

地球について知っておくべき100のこと ジェローム　マーティン∥[ほか]文 小学館

からだのふしぎ にしもと おさむ∥作　絵 世界文化社

自分の力で肉を獲る 千松 信也∥著 旬報社

日本縦断!チコちゃんのもっとまちがいさがしBOOK NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班∥監修 宝島社

旅するこどもの英語 コンデックス情報研究所∥編著 成美堂出版

魔法のたいこと金の針 茂市 久美子∥作 あかね書房

アーサー王の世界　5 斉藤 洋∥作 静山社

北の海の冒険者 メアリー　ポープ　オズボーン∥著 KADOKAWA

ワンダー R.J.パラシオ∥作 ほるぷ出版

壁抜け男 マルセル　エーメ∥作 理論社


