
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

文藝にいかっぷ 新冠文芸協会／編 新冠文芸協会

江戸川乱歩傑作集 江戸川 乱歩∥著 リブレ出版

倒れるときは前のめり 有川 浩∥著 KADOKAWA

孫と私の小さな歴史 佐藤 愛子∥著 文藝春秋

ありきたりの痛み 東山 彰良∥著 文藝春秋

かわいい夫 山崎 ナオコーラ∥著 夏葉社

ガラパゴス 相場 英雄∥著 小学館

花冷えて あさの あつこ∥著 中央公論新社

ガラパゴス 相場 英雄∥著 小学館

異世界でカフェを開店しました。 甘沢 林檎∥[著] アルファポリス

夜、僕らは輪になって歩く ダニエル　アラルコン∥著 新潮社

獅子吼 浅田 次郎∥著 文藝春秋

午後二時の証言者たち 天野 節子∥著 幻冬舎

小松とうさちゃん 絲山 秋子∥著 河出書房新社

ママがやった 井上 荒野∥著 文藝春秋

天才 石原 慎太郎∥著 幻冬舎

逆島断雄と進駐官養成高校の決闘 石田 衣良∥著 講談社

狙撃手のオリンピック 遠藤 武文∥著 光文社

坂の途中の家 角田 光代∥著 朝日新聞出版

よこまち余話 木内 昇∥著 中央公論新社



世界が赫(あか)に染まる日に 櫛木 理宇∥著 光文社

ニューカルマ 新庄 耕∥著 集英社

溺れる月 新野 剛志∥著 小学館

ロング・ロング・ホリディ 小路 幸也∥著 PHP研究所

死んでいない者 滝口 悠生∥著 文藝春秋

ありがとう肝硬変、よろしく糖尿病 高橋 三千綱∥著 幻冬舎

ムーンナイト・ダイバー 天童 荒太∥著 文藝春秋

ハーメルンの誘拐魔 中山 七里∥著 KADOKAWA

レジまでの推理 似鳥 鶏∥著 光文社

神戸電鉄殺人事件 西村 京太郎∥著 新潮社

業物語 西尾 維新∥著 講談社

はだれ雪 葉室 麟∥著 KADOKAWA

ヒガンバナ警視庁捜査七課STORY BOOK 日本テレビ∥原作 講談社

お伊勢まいり 平岩 弓枝∥著 文藝春秋

少女の時間 樋口 有介∥著 東京創元社

戦場のコックたち 深緑 野分∥著 東京創元社

青い真珠は知っている 藤本 ひとみ∥著 講談社

当確師 真山 仁∥著 中央公論新社

異類婚姻譚 本谷 有希子∥著 講談社

凛と咲きて 矢野 隆∥著 新潮社

真実の10メートル手前 米澤 穂信∥著 東京創元社

その女アレックス ピエール　ルメートル∥著 文藝春秋

悲しみのイレーヌ ピエール　ルメートル∥著 文藝春秋

よろず占い処陰陽屋恋のサンセットビーチ 天野 頌子∥[著] ポプラ社

人生胸算用 稲葉 稔∥著 文藝春秋

隠密味見方同心 風野 真知雄∥[著] 講談社

ノーゲーム・ノーライフ 榎宮 祐∥著 イラスト KADOKAWA

姉と弟 佐伯 泰英∥著 文藝春秋



青い約束 田村 優之∥[著] ポプラ社

十津川警部捜査行 西村 京太郎∥著 双葉社

十津川警部哀しみの余部鉄橋 西村 京太郎∥著 小学館

上海特急殺人事件 西村 京太郎∥著 集英社

最後の花束 乃南 アサ∥著 新潮社

壁画修復師 藤田 宜永∥著 新潮社

タワーリング 福田 和代∥著 新潮社

ストロベリーナイト 誉田 哲也∥著 光文社

闇の子供たち 梁 石日∥[著] 幻冬舎



≪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

ギャルと「僕ら」の20年史 長谷川 晶一∥著 亜紀書房

思った以上の人生は、すぐそこで待っている ヨグマタ相川圭子∥著 大和書房

ヒマラヤ聖者の太陽になる言葉 ヨグマタ相川圭子∥著 河出書房新社

ブレイン・スタイル マーレーン　ミラー∥著 講談社

英雄の書 黒川 伊保子∥著 ポプラ社

賢く生きるな楽しく生きろ 伊藤 守∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

好奇心を“天職”に変える空想教室 植松 努∥著 サンクチュアリ出版

皇室 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集扶桑社

真田丸 NHK出版

大村智物語 馬場 錬成∥著 中央公論新社

るるぶ京都 JTBパブリッシング

個人情報(プライバシー)丸裸のマイナンバーはいらない! 永山 利和∥編著 大月書店

18歳からわかる平和と安全保障のえらび方 梶原 渉∥編 大月書店

池上彰が世界の知性に聞く どうなっている日本経済、世界の危機 池上 彰∥著 文藝春秋

熱いビジネスチームをつくる4つのタイプ 鈴木 義幸∥[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン

クラウド・リスク・マネジメント PwCあらた監査法人∥編 同文舘出版



コーチング・マネジメント 伊藤 守∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

リーダーが困ったときに読む本 ロス　ジェイ∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

人は見た目が9割 竹内 一郎∥著 新潮社

日本の若者はなぜ希望を持てないのか 鈴木 賢志∥著 草思社

やさしく言いかえよう介護のことば 遠藤 織枝∥編著 三省堂

ワンランクアップ!50代からの常識&マナー 相川 誠∥著 徳間書店

拉致被害者たちを見殺しにした安倍晋三と冷血な面々 蓮池 透∥著 講談社

火山 饒村 曜∥著 成山堂書店

図解でわかる心臓病 中村 正人∥監修 主婦の友社

夫婦という病 岡田 尊司∥著 河出書房新社

がん最新治療に挑む15人の名医 青木 直美∥著 KADOKAWA

知って安心婦人科のがんと治療 宇津木 久仁子∥著 イカロス出版

実例でよくわかる!目の病気 NHK「チョイス@病気になったとき」番組制作班∥編主婦と生活社

きれいな仕立てのプロの技 百目鬼 尚子∥著 文化学園文化出版局

羊毛フェルトで作る絵本の主人公 須佐 沙知子∥著 白泉社

札幌乙女ごはん。 松本 あやか∥著 Dybooks

10・15・20分でできる毎日かわいい園児べんとう 関岡 弘美∥著 成美堂出版

獣医からもらった薬がわかる本 浅野 隆司∥監修 世界文化社

北海道ライン全線・全駅・全配線 川島 令三∥編著 講談社

基礎からのやさしいチョークアート 熊沢 加奈子∥著 マガジンランド

ダーリンは外国人まるっとベルリン3年め 小栗 左多里∥著 KADOKAWA

るきさん 高野 文子∥著 筑摩書房

簡単!ひと目でわかるゴルフルール 安藤 秀∥監修 学研プラス

ジャパンラグビートップリーグ写真名鑑 ラグビーマガジン∥編著 ベースボール・マガジン社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

マザー・テレサ 相良 憲昭∥監修 集英社

伊能忠敬 歩いてつくった日本地図 国松 俊英∥著 岩崎書店

きみが考える・世の中のしくみ 峯村 良子∥作　絵 偕成社

きみが考える・世の中のしくみ 峯村 良子∥作　絵 偕成社

新しい制度マイナンバーがよくわかる! フレーベル館

ひみつのとっくん 佐川 芳枝∥作 講談社

遠野物語 柳田 國男∥原作 偕成社

東工大サイエンステクノの理系脳を育てる工作教室 東工大Science Techno∥著主婦の友社

ジオパークへ行こう! 林 信太郎∥著 小峰書店

よくわかる火山のしくみ 高橋 正樹∥著 誠文堂新光社

絶滅から救え!日本の動物園&水族館 日本動物園水族館協会∥監修河出書房新社

絶滅から救え!日本の動物園&水族館 日本動物園水族館協会∥監修河出書房新社

感染症キャラクター図鑑 岡田 晴恵∥監修 日本図書センター

ママはお医者さん あさの あつこ∥作 講談社

目で見る栄養 ドーリング　キンダースリー∥編さ・え・ら書房

空から宝ものが降ってきた! 伊藤 親臣∥著 旬報社

未来の車のひみつ おぎの  ひとし∥漫画 学研プラス出版プラス事業部出版コミュニケーション室

くらべてわかる!イヌとネコ 大野 瑞絵∥著 岩崎書店

おしいれ電車 最上 一平∥作 講談社

サイバーセキュリティのひみつ ひろ  ゆうこ∥漫画 学研プラス出版プラス事業部出版コミュニケーション室

マンガがあるじゃないか 河出書房新社∥編 河出書房新社

なでしこジャパン 本郷 陽二∥編 汐文社

錦織圭 本郷 陽二∥編 汐文社

萩野公介 本郷 陽二∥編 汐文社

石井桃子 筑摩書房編集部∥著 筑摩書房

ウォーリーと16人のギャング リチャード　ケネディ∥ぶん 大日本図書



アカンやん、ヤカンまん 村上 しいこ∥作 BL出版

エイプリルと魔法のおくりもの あんびる やすこ∥作　絵 ポプラ社

しゅくだい大なわとび 福田 岩緒∥作　絵 PHP研究所

へっちゃらトーマス パット　ハッチンス∥ぶん　え 大日本図書

まんげつの夜、どかんねこのあしがいっぽん 朽木 祥∥作 小学館

ミス・カナのゴーストログ 斉藤 洋∥作 偕成社

キキに出会った人びと 角野 栄子∥作 福音館書店



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ありがとうエバせんせい ヒラリー　ロビンソン∥文 絵本塾出版

イモリくんヤモリくん 松岡 たつひで∥さく　え 岩崎書店

生きものビックリ食事のじかん ジェンキンズ∥作 評論社

うらしまたろう いもと ようこ∥文　絵 岩崎書店

うめじいのたんじょうび かがくい ひろし∥作 講談社

きんたろう いもと ようこ∥文　絵 岩崎書店

おにはそと!ふくはうち! いもと ようこ∥文　絵 金の星社

おばけのマールとみんなのとしょかん なかい れい∥え 中西出版

おおきなでんしゃ 座二郎∥作 あかね書房

カミナリこぞうがふってきた シゲリ カツヒコ∥作 ポプラ社

しあわせないぬになるには ジョー　ウィリアムソン∥作　絵徳間書店

地獄と極楽 宮 次男∥監修 風濤社

じまんのマフラー マーシャ　ダイアン　アーノルド∥文あすなろ書房

せかいのはてのむこうがわ たなか やすひろ∥作 BL出版

タンポポの金メダル 山本 早苗∥作 BL出版

ブルくんのだいじなひ キャンデス　フレミング∥さく 講談社

ホッキョクグマくん、だいじょうぶ? ロバート　E.ウェルズ∥さく 評論社

まめまきバス 藤本 ともひこ∥作　絵 鈴木出版

ミニオンズ バナナバナナバナナ! レナウド　コリン∥絵 汐文社

森の顔さがし 藤原 幸一∥しゃしん　ぶん そうえん社

モリくんのいちごカー かんべ あやこ∥作 くもん出版

わたし、もうすぐ2ねんせい! くすのき しげのり∥作 講談社


