
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

声 アーナルデュル　インドリダソン∥著 東京創元社

藪医ふらここ堂 朝井 まかて∥著 講談社

負けるもんか 阿川 佐和子∥著 KADOKAWA

東京零年 赤川 次郎∥著 集英社

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

綺良のさくら 今井 絵美子∥[著] 角川春樹事務所

花燃ゆ 大島 里美∥作 NHK出版

為吉 宇江佐 真理∥著 実業之日本社

スカラムーシュ・ムーン 海堂 尊∥著 新潮社

プロフェッション 今野 敏∥著 講談社

潮流 今野 敏∥[著] 角川春樹事務所

似非遍路 澤田 ふじ子∥著 徳間書店

砂の街路図 佐々木 譲∥著 小学館

夏の裁断 島本 理生∥著 文藝春秋

十字の記憶 堂場 瞬一∥著 KADOKAWA

総理にされた男 中山 七里∥著 NHK出版

掟上今日子の挑戦状 西尾 維新∥著 講談社

痴者の食卓 西村 賢太∥著 新潮社

アンフェアな国 秦 建日子∥著 河出書房新社

スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介∥著 文藝春秋

鬼神の如く 葉室 麟∥著 新潮社

まれ 篠崎 絵里子∥作 NHK出版

食堂のおばちゃん 山口 恵以子∥[著] 角川春樹事務所

龍馬奔る 山本 一力∥[著] 角川春樹事務所

啼かない鳥は空に溺れる 唯川 恵∥著 幻冬舎

ルパンの娘 横関 大∥著 講談社

王とサーカス 米澤 穂信∥著 東京創元社

偽りの楽園 トム　ロブ　スミス∥[著] 新潮社

偽りの楽園 トム　ロブ　スミス∥[著] 新潮社

アデスタを吹く冷たい風 トマス　フラナガン∥著 早川書房

幸福な日々があります 朝倉 かすみ∥著 集英社

ノーゲーム・ノーライフ 榎宮 祐∥著 イラスト KADOKAWA

ソードアート・オンライン 川原 礫∥[著] KADOKAWA

飛躍 佐伯 泰英∥[著] 講談社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

できるWindows 10 法林 岳之∥著 インプレス

できるWord & Excel 2013 田中 亘∥著 インプレス

挑戦する図書館 大串 夏身∥著 青弓社

著作権のことならこの1冊 神田 将∥監修 自由国民社

おかんメール 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

クルリ人の歴史を尋ねて 加藤  好男／編著 加藤好男

いま、論語を学ぶ 渡部 昇一∥著 ワック

賊軍の昭和史 半藤 一利∥著 東洋経済新報社

本能寺の変四二七年目の真実 明智 憲三郎∥著 プレジデント社

アイヌ民族の歴史 関口 明∥編 山川出版社

北海道開拓記念館研究紀要 北海道開拓記念館／編 北海道開拓記念館

北方地域の人と環境の関係史 北海道開拓記念館／編 北海道開拓記念館

北前の記憶 井本 三夫∥編 桂書房

路地裏の資本主義 平川 克美∥著 KADOKAWA

お金をかけずに老後を楽しむ贅沢な節約生活 保坂 隆∥著 朝日新聞出版

0歳から5歳までの保育あそびハンドブック 増田 かおり∥監修 日東書院本社

10歳までの子を持つ親が知っておきたいこと 鍋田 恭孝∥著 講談社

猟の記憶 森 俊∥著 桂書房

お墓どうしたら?事典 小谷 みどり∥監修 滋慶出版/つちや書店

日本の祭り ＮＰＯ日本の祭りネットワーク／監修 ゆめディア

高校生にも読んでほしい安全保障の授業 佐藤 正久∥著 ワニブックス

北海道爬虫類・両生類ハンディ図鑑 徳田 龍弘∥著 北海道新聞社

北海道の野鳥 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

エゴマオイルで30歳若返る 南雲 吉則∥著 河出書房新社

ぐっすり眠りたければ、朝の食事を変えなさい 宮崎 総一郎∥著 PHP研究所

腰・肩・ひざは「ふたりで」治す 山内 英雄∥著 中央公論新社

アロマテラピー用語辞典 亀岡 弘∥監修 日本アロマ環境協会

環境カオリスタ検定公式テキスト 藤田 成吉∥監修 日本アロマ環境協会

「最高に心地のいい家」をつくる方法 主婦の友社

太平洋戦争特設艦艇史 駒宮  真七郎／著 駒宮真七郎

一番やさしいつくろい&お直しの教科書 鵜飼 睦子∥著 PHP研究所

いますぐ作ろう楽しいミサンガ ブティック社

手ぬいでちくちく布こもの ブティック社

日本橋木屋ごはんと暮らしの道具 木屋∥監修 二見書房

秘伝のたれ 行正 り香∥[ほか著] 主婦と生活社

農家が教える手づくり加工・保存の知恵と技 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会

家庭でできるおいしいイチゴづくり12か月 荻原 勲∥著 家の光協会

鳥の専門家が書いたセキセイインコの飼育本 メイトマン∥著 イーフェニックス

さけます増殖のあゆみ 社団法人日本鮭鱒資源保護協会／編集 社団法人日本鮭鱒資源保護協会

北洋漁業の構造変化 中井 昭∥著 成山堂書店

観光ガイドになるには 中村 正人∥著 ぺりかん社

70年代と80年代 市川 哲夫∥編 毎日新聞出版

季節のおりがみ壁飾り 堀込 好子∥著 日本ヴォーグ社

たばこ空箱細工 天野 美智子∥著 有紀書房

バドミントン米倉加奈子式攻め勝つドリル 米倉 加奈子∥著 ベースボール・マガジン社

ラグビーのルール 日本ラグビーフットボール協会∥監修 実業之日本社

ちゃんとした手紙とはがきが書ける本 マガジンハウス

文藝えりも えりも町文化協会

ひらめきと、ときめきと。 秋亜  綺羅／詩 あきは書館

たぶん、おそらく、きっとね 片岡 義男∥著 中央公論新社

トットひとり 黒柳 徹子∥著 新潮社

おばちゃん街道 山口 恵以子∥著 清流出版



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

14歳からの戦争のリアル 雨宮 処凛∥著 河出書房新社

ドラえもん社会ワールド政治のしくみ 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館

被爆者 会田 法行∥写真　文 ポプラ社

声に出して読みたい小中学生にもわかる日本国憲法 齋藤 孝∥著 岩崎書店

幸せとまずしさの教室 石井 光太∥著 少年写真新聞社

すしのひみつ 日比野 光敏∥著 金の星社

気をつけろ!猛毒生物大図鑑 今泉 忠明∥著 ミネルヴァ書房

ギョギョギョ!おしえて!さかなクン さかなクン∥著　絵 朝日学生新聞社

しずくちゃんおやつクッキング ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

日本の伝統野菜 板木 利隆∥監修 岩崎書店

イヌ・ネコ ジャパンケネルクラブ∥監修 ポプラ社

ダンボールで作るおもしろ自動販売機 大野 萌菜美∥監修 ブティック社

昔の玩具大図鑑 井上 重義∥監修 PHP研究所

小学生のまんが百人一首辞典 神作 光一∥監修 学研教育出版

小学生のまんが俳句辞典 藤井 圀彦∥監修 学研教育出版

秘密 小林 深雪∥[著] 講談社

ホー カール　ハイアセン∥著 理論社

タラ・ダンカン ソフィー　オドゥワン=マミコニアン∥著 KADOKAWA

タラ・ダンカン ソフィー　オドゥワン=マミコニアン∥著 KADOKAWA

≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いろんなしょうぼうしゃ・パトカー 交通新聞社

お～いシーモア! ウォルター　ウィック∥作 小学館

おつきさまのかぞえうた 新井 洋行∥[作] えほんの杜

おかあさん、おみやげ ささき みお∥作　絵 フレーベル館

おつきみおばけ せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

おぼんぼんぼんぼんおどりの日! ますだ ゆうこ∥作 文溪堂

ガスパールこいをする アン　グットマン∥ぶん ブロンズ新社

くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ ガブリエル　バンサン∥原作 BL出版

シルヴィーどうぶつえんへいく ジョン　バーニンガム∥さく BL出版

ジンベエザメのはこびかた 松橋 利光∥写真 ほるぷ出版

ジャッキーつきへいく あだち なみ∥絵 ブロンズ新社

そおっとそおっとね たんじ あきこ∥作 ほるぷ出版

空にさく戦争の花火 高橋 秀雄∥作 今人舎

チェリーひめのかくれんぼ かとう ようこ∥作 絵 教育画劇

いろんなしょうぼうしゃ・パトカー 交通新聞社

お～いシーモア! ウォルター　ウィック∥作 小学館

おつきさまのかぞえうた 新井 洋行∥[作] えほんの杜

おかあさん、おみやげ ささき みお∥作　絵 フレーベル館

おつきみおばけ せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

おぼんぼんぼんぼんおどりの日! ますだ ゆうこ∥作 文溪堂

ガスパールこいをする アン　グットマン∥ぶん ブロンズ新社

くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ ガブリエル　バンサン∥原作 BL出版

シルヴィーどうぶつえんへいく ジョン　バーニンガム∥さく BL出版

ジンベエザメのはこびかた 松橋 利光∥写真 ほるぷ出版

ジャッキーつきへいく あだち なみ∥絵 ブロンズ新社

そおっとそおっとね たんじ あきこ∥作 ほるぷ出版

空にさく戦争の花火 高橋 秀雄∥作 今人舎

チェリーひめのかくれんぼ かとう ようこ∥作 絵 教育画劇

つきのうさぎ いもと ようこ∥文　絵 金の星社

できることおてつだい くすのき しげのり∥作 廣済堂あかつき

でんごんでーす マック　バーネット∥文 講談社

とびきりおかしないぬ ホセ　ワタナベ∥ぶん ワールドライブラリー

どろろんびょういんたいへんたいへん 苅田 澄子∥作 金の星社

フルーツめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所

ヘンテコシャンプー みやにし たつや∥作　絵 学研教育出版

ママがおばけになっちゃった! のぶみ∥さく 講談社

よめるよめるもじのえほん こくぼ みゆき∥さく あかね書房

ラブリーオールドライオン ジュリア　ジャーマン∥さく フレーベル館

りゅうじんさまは歯がいたい 関屋 敏隆∥さく　え ポプラ社


