
≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　2020年3月号 北海道新聞社

ゼンリン住宅地図北海道様似郡様似町  幌泉郡えりも町 ゼンリン

パソコン最強時短仕事術 守屋 恵一∥著 技術評論社

「うらやましい」と思ったとき読む本 心屋 仁之助∥著 あさ出版

心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 中村 恒子∥著 すばる舎

頑張りすぎない練習 玉置 妙憂∥著 マガジンハウス

大地よ! 宇梶 静江∥著 藤原書店

みかん畑に帰りたかった 埜口 保男∥著 小学館

いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日 TABIZINE∥著 パイインターナショナル

るるぶ北海道 '21 JTBパブリッシング

るるぶ仙台松島宮城 '21 JTBパブリッシング

るるぶ東北 '21 JTBパブリッシング

るるぶ東京 '21 JTBパブリッシング

るるぶ伊勢志摩 '21 JTBパブリッシング

るるぶ香川高松琴平小豆島直島 '21 JTBパブリッシング

武器になる!世界の時事問題 池上 彰∥著 大和書房

戦後史の正体 孫崎 享∥著 創元社

契約書のツボとコツがゼッタイにわかる本 萩原 勇∥著 秀和システム

離婚ハンドブック 比留田 薫∥監修 主婦の友社

シン・ニホン 安宅 和人∥著 ニューズピックス

「新型コロナ恐慌」後の世界 渡邉 哲也∥著 徳間書店

2050年世界人口大減少 ダリル　ブリッカー∥著 文藝春秋

すみません、金利ってなんですか? 小林 義崇∥著 サンマーク出版

おうち性教育はじめます フクチ マミ∥著 KADOKAWA

福祉業界で働く 戸田 恭子∥著 ぺりかん社

被災したあなたを助けるお金とくらしの話 岡本 正∥著 弘文堂

ハザードマップで防災まちづくり 片田 敏孝∥著 東京法令出版

つなみ 森 健∥企画　取材　構成 文藝春秋



男の子のしつけに悩んだら読む本 原坂 一郎∥著 すばる舎

モンテッソーリ教育で自信とやる気を伸ばす! 藤崎 達宏∥著 三笠書房

女の子の育て方 諸富 祥彦∥著 WAVE出版

カムイの世界 堀内 みさ∥著 新潮社

数学的思考ができる人に世界はこう見えている 齋藤 孝∥著 祥伝社

ジオスケープ・ジャパン 竹下 光士∥著 山と溪谷社

最後の講義完全版 福岡 伸一∥著 主婦の友社

生老病死そして生 國森 康弘∥写真　文 農山漁村文化協会

大動脈瘤と大動脈解離がよくわかる本 大木 隆生∥監修 講談社

膵臓がん・胆道がん 神澤 輝実∥監修 主婦の友社

心の傷を癒すということ 安 克昌∥著 作品社

骨盤教室 寺門 琢己∥著 幻冬舎

なにをどれだけ食べたらいいの? 香川 明夫∥監修 女子栄養大学出版部

自分で作るねこの家具とインテリア 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

私らしい着心地のいい服 境田 希代子∥著 日本ヴォーグ社

私らしい大人服 月居 良子∥著 文化学園文化出版局

コットンフレンドキッズ&ベビー! ブティック社

大原千鶴のすぐごはん 大原 千鶴∥著 高橋書店

まいにちがハレの日ごはん 大本 紀子∥著 宝島社

菅田さんちのぴーかんレシピ 菅田 奈海∥著 宝島社

やせつまみ100 藤井 恵∥著 主婦と生活社

週3レシピ 山口 祐加∥著 実業之日本社

毎日のごはんは、野菜で作っておくと肉・魚ですぐできる ワタナベ マキ∥著 池田書店

家庭でおいしくできるはじめてのフレンチ 菊地 美升∥著 家の光協会

光るサラダ 有元 葉子∥著 文化学園文化出版局

ずっときれいな部屋づくり sakko∥著 海竜社

ラベンダー 下司 高明∥著 NHK出版

最強の自社ブランド農業経営 武下 浩紹∥著 秀和システム



野菜作り達人のスゴ技100 加藤 正明∥著 NHK出版

野菜の植え合わせベストプラン 竹内 孝功∥著 学研プラス

藤田智の菜園スタートBOOK　春夏編 藤田 智∥著 日本放送出版協会

人と共に生きる日本の馬 高草 操∥著 里文出版

災害で消えた小さな命 うさ∥著 毎日新聞出版

ひとこと接客英語 パピヨン麻衣∥著 同文舘出版

ダーリンは74歳 西原 理恵子∥著 小学館

魯山人ART BOX 黒田 草臣∥著 講談社

今日の風、なに色? 辻井 いつ子∥著 アスコム

虹色球団 長谷川 晶一∥著 柏書房

中田翔 逃げない心 平山 讓∥著 主婦と生活社

凍(しば)れるいのち 川嶋 康男∥著 柏艪舎

ジョッキーズ 島田 明宏∥著 イースト・プレス

一目でわかる文章術 石黒 圭∥編著 ぱる出版



≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

発注いただきました! 朝井 リョウ∥著 集英社

金木犀とメテオラ 安壇 美緒∥著 集英社

流人道中記　上　 浅田 次郎∥著 中央公論新社

流人道中記　下 浅田 次郎∥著 中央公論新社

去年の雪 江國 香織∥著 KADOKAWA

本好きの下剋上　第１部［１］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第１部［２］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第１部［３］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第２部［１］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第２部［２］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第２部［３］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第２部［４］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第３部［１］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第３部［２］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第３部［３］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第３部［４］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第３部［５］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第４部［１］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第４部［２］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第４部［３］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第４部［４］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第４部［５］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第４部［６］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第４部［７］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第４部［８］ 香月 美夜∥著 TOブックス



本好きの下剋上　第４部［９］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　第５部［１］ 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　貴族院外伝１年生 香月 美夜∥著 TOブックス

本好きの下剋上　短編集１ 香月 美夜∥著 TOブックス

暗黒残酷監獄 城戸 喜由∥著 光文社

罪人の選択 貴志 祐介∥著 文藝春秋

陰日向に咲く 劇団ひとり∥著 幻冬舎

私たちの望むものは 小手鞠 るい∥著 河出書房新社

ひこばえ　上 重松 清∥著 朝日新聞出版

ひこばえ　下 重松 清∥著 朝日新聞出版

ダーク・ブルー 真保 裕一∥著 講談社

いのち 瀬戸内 寂聴∥著 講談社

女神のサラダ 瀧羽 麻子∥著 光文社

崩れる脳を抱きしめて 知念 実希人∥著 実業之日本社

緋色の残響 長岡 弘樹∥著 双葉社

流浪の月 凪良 ゆう∥著 東京創元社

掟上今日子の設計図 西尾 維新∥著 講談社

大一揆 平谷 美樹∥著 KADOKAWA

クスノキの番人 東野 圭吾∥著 実業之日本社

最後の卒業生 本田 有明∥著 河出書房新社

暴虎の牙 柚月 裕子∥著 KADOKAWA

ブラッド・ロンダリング 吉川 英梨∥著 河出書房新社

旅ごはん 小川 糸∥著 白泉社

晴れの日散歩 角田 光代∥著 オレンジページ

夜明けのM 林 真理子∥著 文藝春秋

すすきの恋唄 八柳 鉄郎∥著 北海道新聞社

いつでも母と 山口 恵以子∥著 小学館



感謝離 河崎 啓一∥著 双葉社

3・11に生まれた君へ 「君の椅子」プロジェクト∥編 北海道新聞社

ゴーストドラム スーザン　プライス∥作 サウザンブックス社

ニューヨークのとけない魔法 岡田 光世∥著 文藝春秋

がばいばあちゃんの幸せのトランク 島田 洋七∥著 徳間書店

がばいばあちゃんの笑顔で生きんしゃい! 島田 洋七∥著 徳間書店

幽霊審査員 赤川 次郎∥著 文藝春秋

プリズンホテル　１ 浅田 次郎∥著 集英社

プリズンホテル 浅田 次郎∥著 集英社

プリズンホテル　3 浅田 次郎∥著 集英社

プリズンホテル　4 浅田 次郎∥著 集英社

深夜の見舞客 赤川 次郎∥著 小学館

記念写真 赤川 次郎∥[著] 角川書店

パパの愛した悪女 赤川 次郎∥著 双葉社

夢であいましょう 赤川 次郎∥著 朝日新聞出版

綱わたりの花嫁 赤川 次郎∥著 実業之日本社

教室の正義 赤川 次郎∥[著] 角川書店

吸血鬼愛好会へようこそ 赤川 次郎∥著 集英社

赤いこうもり傘 赤川 次郎∥著 徳間書店

花嫁は夜汽車に消える 赤川 次郎∥著 実業之日本社

終電へ三〇歩 赤川 次郎∥著 中央公論新社

台風の目の少女たち 赤川 次郎∥著 角川春樹事務所

幽霊待合室 赤川 次郎∥著 文藝春秋

悲劇のヒロイン 赤川 次郎∥著 角川春樹事務所

死者の学園祭 赤川 次郎∥[著] 角川書店

そして、楽隊は行く 赤川 次郎∥[著] 角川書店

盗みとバラの日々 赤川 次郎∥著 徳間書店



不思議の国の吸血鬼 赤川 次郎∥著 集英社

吸血鬼は泉のごとく 赤川 次郎∥著 集英社

落葉同盟 赤川 次郎∥[著] 角川書店

交差点に眠る 赤川 次郎∥[著] 幻冬舎

風と共に散りぬ 赤川 次郎∥[著] 幻冬舎

模範怪盗一年B組 赤川 次郎∥著 光文社

4ページミステリー 蒼井 上鷹∥著 双葉社

消えた警官 安東 能明∥著 新潮社

レイモンさん 植松 三十里∥著 集英社

神様からひと言 荻原 浩∥著 光文社

潜入味見方同心　1 風野 真知雄∥[著] 講談社

夫の墓には入りません 垣谷 美雨∥著 中央公論新社

占い師はお昼寝中 倉知 淳∥著 東京創元社

2泊3日遺言ツアー 黒野 伸一∥[著] ポプラ社

凍花 斉木 香津∥著 双葉社

徘徊タクシー 坂口 恭平∥著 新潮社

仮面同窓会 雫井 脩介∥[著] 幻冬舎

やっとかめ探偵団と鬼の栖 清水 義範∥著 光文社

日本ジジババ列伝 清水 義範∥[著] 講談社

十の恐怖 常盤 朱美∥[ほか著] 角川書店

ぼくらのロストワールド 宗田 理∥[著] 角川書店

仮面病棟 知念 実希人∥著 実業之日本社

死んでも忘れない 乃南 アサ∥著 新潮社

スープカレー 秦 建日子∥脚本監修 泰文堂

クリーピー 前川 裕∥著 光文社

アトロシティー 前川 裕∥著 光文社

読めない遺言書 深山 亮∥著 双葉社



でも女 群 ようこ∥著 集英社

夜は短し歩けよ乙女 森見 登美彦∥[著] 角川書店

天使が怪獣になる前に 山田 悠介∥著 文芸社

君がいる時はいつも雨 山田 悠介∥著 文芸社

るり姉 椰月 美智子∥著 双葉社

今夜も残業エキストラ 吉野 万理子∥著 PHP研究所

名もなき花の 吉永 南央∥著 文藝春秋

その日まで 吉永 南央∥著 文藝春秋

萩を揺らす雨 吉永 南央∥著 文藝春秋

ああ、恥ずかし 阿川 佐和子∥ほか著 新潮社

ああ、腹立つ 阿川 佐和子∥ほか著 新潮社

アイム・ファイン! 浅田 次郎∥著 小学館

ゆるい生活 群 ようこ∥著 朝日新聞出版

ほのぼのお徒歩(かち)日記 宮部 みゆき∥著 新潮社

1リットルの涙 木藤 亜也∥[著] 幻冬舎



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あくびしてるのだーれ? 穂高 順也∥作 岩崎書店

あいちゃんのひみつ 竹山 美奈子∥取材　文 岩崎書店

いたずらのすきなけんちくか 安藤 忠雄∥原作 小学館

エリック・カールのえいごがいっぱい エリック　カール∥絵 偕成社

おとなりさん 木坂 涼∥文 講談社

おやすみなさいをいうまえに アンドレ　ダーハン∥作 講談社

おんなじだあれ? しもかわら ゆみ∥作 あかね書房

おかいもの 前田 まゆみ∥さく　え 主婦の友社

かふんとみつ 飯野 和好∥作 絵本塾出版

くすのきだんちのねむりいす 武鹿 悦子∥作 ひかりのくに

くまのこうちょうせんせい こんの ひとみ∥作 金の星社

くちばしだーれ? 穂高 順也∥作 岩崎書店

こえをかければよかったのに… NHK Eテレ「u & i」制作班∥編 ほるぷ出版

ごんべえだぬき 川端 誠∥作　絵 KADOKAWA

白オバケ黒オバケのみつけて絵本 うるまでるび∥さく　え 学研教育出版

じゅぎょうにしゅうちゅうしたいのに… NHK Eテレ「u & i」制作班∥編 ほるぷ出版

すきっていわなきゃだめ? 辻村 深月∥作 岩崎書店

すきなひと 桜庭 一樹∥作 岩崎書店

タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン　リチャードソン∥文 ポット出版

たまごにいちゃんとげんちゃん あきやま ただし∥作　絵 鈴木出版

たったひとりのともだち 原田 えいせい∥作 金の星社

ちっちゃなミッケ! ジーン　マルゾーロ∥文 小学館

ティモシーとサラたのしいおうち 芭蕉 みどり∥作　絵 ポプラ社

とりあえずありがとう 五味 太郎∥作 絵本館

どうぶつたちのがっこうって? アン　ウィットフォード　ポール∥ぶん 岩崎書店



なかよくなれるかな? NHK Eテレ「u & i」制作班∥編 ほるぷ出版

ノンタンおしっこしーしー キヨノ サチコ∥作　絵 偕成社

はっけよーい ケロポンズ∥作 ポプラ社

春がきたよ、ムーミントロール トーベ　ヤンソン∥原作　絵 徳間書店

はなかっぱすてきなクリスマス あきやま ただし∥著 メディアファクトリー

はじまるよはじまるよ とよた かずひこ∥作 世界文化社

はーい! 中川 ひろたか∥文 光村教育図書

ぱぱんがパン! 柴田 ケイコ∥作 アリス館

ぱかぱかももんちゃん とよた かずひこ∥さく　え 童心社

ぼくのポーポがこいをした 村田 沙耶香∥作 岩崎書店

ポケモンのしま ザ　キャビンカンパニー∥作　絵 小学館

リラックマまちがいさがし!　２ コンドウ アキ∥絵 主婦と生活社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

くらべる図鑑 加藤　由子／〔ほか〕監修・指導 小学館

超ばかうけ!!ダジャレクイズ ながた みかこ∥作 ポプラ社

ニュース探偵コナン　２ 青山 剛昌∥原作 小学館

きみのまちに未来はあるか? 除本 理史∥著 岩波書店

青春サプリ。 安藤 隆人∥文 ポプラ社

楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑 白数　哲久／監修 小学館

海のプラスチックごみ調べ大事典 保坂 直紀∥著 旬報社

楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑 流田 直∥監修 小学館

おばけ!まちがいさがし 大河原 一樹∥作　絵 高橋書店

10分で読める物語　２年生 青木 伸生∥選 学研教育出版

ほねほねザウルス　３ カバヤ食品株式会社∥原案　監修 岩崎書店

気をつけよう!ネット動画　１ 小寺 信良∥監修 汐文社

気をつけよう!ネット動画　２ 小寺 信良∥監修 汐文社

気をつけよう!ネット動画　３ 小寺 信良∥監修 汐文社

ルビィのぼうけん リンダ　リウカス∥作 翔泳社

図書館・警察署 青山 由紀∥監修 金の星社

しつもん!ドラえもん　教えて！国際社会編 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作 小学館

ポルターガイスト 船木 妙子∥文 金の星社

夢をかなえる時間の使い方BOOK 高取 しづか∥監修 新星出版社

空海 那須田 淳∥著 岩崎書店

調べる学習子ども年鑑　2020 朝日小学生新聞∥監修 岩崎書店

モノのねだん事典 大澤 裕司∥文 ポプラ社

仕事のくふう、見つけたよ　1 『仕事のくふう、見つけたよ』編集委員会∥編著 汐文社

仕事のくふう、見つけたよ　2 『仕事のくふう、見つけたよ』編集委員会∥編著 汐文社

仕事のくふう、見つけたよ　3 『仕事のくふう、見つけたよ』編集委員会∥編著 汐文社



防犯・防災イラストBOOK ALSOK∥監修 新星出版社

くさい! クライヴ　ギフォード∥著 河出書房新社

プラスチックモンスターをやっつけよう! 高田 秀重∥監修 クレヨンハウス

パン屋さん・レストラン 青山 由紀∥監修 金の星社

12歳までに覚えたいマナー&常識BOOK 佐藤 夕∥監修 新星出版社

5分でめちゃかわ♥女子力アップヘアアレンジBOOK ZUSSO KIDS∥監修 PHP研究所

旬ってなに?　春 本多 京子∥監修 汐文社

旬ってなに?　夏 本多 京子∥監修 汐文社

旬ってなに?　秋 本多 京子∥監修 汐文社

旬ってなに?　冬 本多 京子∥監修 汐文社

ふかふかパンのひみつ ひさかたチャイルド

はじめての和食えほん 春のごちそうつくろう 柳原 尚之∥著 文溪堂

はじめての和食えほん 冬のごちそうつくろう 柳原 尚之∥著 文溪堂

整理整とんインテリアBOOK 宇高 有香∥監修 新星出版社

スーパーマーケット・コンビニエンスストア 青山 由紀∥監修 金の星社

花屋さん・ドラッグストア 青山 由紀∥監修 金の星社

君も!鉄道マイスター首都圏 交通新聞社

しずくちゃん　34 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

かんたん!かわいい!はじめての手芸(ハンドメイド)　［１］ NHK「ガールズクラフト」制作班∥編 金の星社

うんどう基礎のきそ　２ こどもくらぶ∥編集 ベースボール・マガジン社

うんどう基礎のきそ　３ こどもくらぶ∥編集 ベースボール・マガジン社

マンガで覚える図解花札の基本 山本 茂∥監修 つちや書店

ドラえもん探究ワールド日本語のひみつ 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館

いえでででんしゃ、しゅっぱつしんこう! あさの あつこ∥作 新日本出版社

フラワーショップの亡霊 斉藤 洋∥作 あかね書房

名探偵AI・HARA 佐東 みどり∥作 毎日新聞出版

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　影 北原 白秋∥ほか[著] 汐文社



オオカミの時間 三田村 信行∥著 理論社

こわいぞ!おばけりょこう 吉田 純子∥作 あかね書房

小説弱虫ペダル　１ 渡辺 航∥原作 岩崎書店

アナと雪の女王2 KADOKAWA

そして誰もいなくなった アガサ　クリスティー∥著 早川書房

ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン　シュルツ∥作 徳間書店

ピノピノよもうよ ロベルト　ピウミーニ∥原作 学研プラス


