
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

御用船帰還せず 相場 英雄∥著 幻冬舎

居酒屋ぼったくり 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

あさが来た 古川 智映子∥原案 NHK出版

Masato 岩城 けい∥著 集英社

蘇生 五十嵐 貴久∥著 PHP研究所

サヨナラの代わりに ミシェル　ウィルジェン∥著 キノブックス

我が家のヒミツ 奥田 英朗∥著 集英社

琥珀のまたたき 小川 洋子∥著 講談社

消滅 恩田 陸∥著 中央公論新社

2.43 壁井 ユカコ∥著 集英社

特命指揮官 梶永 正史∥著 宝島社

約束 香納 諒一∥著 祥伝社

中野のお父さん 北村 薫∥著 文藝春秋

虚栄 久坂部 羊∥著 KADOKAWA

霧(ウラル) 桜木 紫乃∥著 小学館

犬の掟 佐々木 譲∥著 新潮社

花鳥茶屋せせらぎ 志川 節子∥著 祥伝社

犯人に告ぐ 雫井 脩介∥著 双葉社

きのうの影踏み 辻村 深月∥著 KADOKAWA

僕はもう憑かれたよ 七尾 与史∥著 宝島社

恋せよ魂魄 仁木 英之∥著 新潮社

うずら大名 畠中 恵∥著 集英社

風かおる 葉室 麟∥著 幻冬舎

武士道ジェネレーション 誉田 哲也∥著 文藝春秋

アルテーミスの采配 真梨 幸子∥著 幻冬舎

火花 又吉　直樹／著 文芸春秋

湖底の城 宮城谷 昌光∥著 講談社



家族連写 森 浩美∥著 PHP研究所

悪道 森村 誠一∥著 講談社

Aではない君と 薬丸 岳∥著 講談社

警察庁最重要案件指定 八木 圭一∥著 宝島社

陰陽師 鼻の上人 夢枕 獏∥文 文藝春秋

コインロッカー・ベイビーズ 村上 龍∥[著] 講談社

等伯 安部 龍太郎∥著 文藝春秋

等伯 安部 龍太郎∥著 文藝春秋

墨痕 上田 秀人∥[著] 講談社

決戦 上田 秀人∥[著] 講談社

天下 上田 秀人∥[著] 講談社

心霊探偵八雲 神永 学∥[著] KADOKAWA

象印の夜 風野 真知雄∥著 双葉社

化物の村 風野 真知雄∥著 双葉社

薄毛の秋 風野 真知雄∥著 双葉社

隠密味見方同心 風野 真知雄∥[著] 講談社

八州廻り桑山十兵衛 佐藤 雅美∥著 文芸春秋

浪人若さま新見左近 佐々木 裕一∥著 コスミック出版

浪人若さま新見左近 佐々木 裕一∥著 コスミック出版

浪人若さま新見左近 佐々木 裕一∥著 コスミック出版

浪人若さま新見左近 佐々木 裕一∥著 コスミック出版

浪人若さま新見左近 佐々木 裕一∥著 コスミック出版

浪人若さま新見左近 佐々木 裕一∥著 コスミック出版

標的の男 堂場 瞬一∥著 角川春樹事務所

機密漏洩 濱 嘉之∥著 文藝春秋

武士道シックスティーン 誉田 哲也∥著 文藝春秋

幻想郵便局 堀川 アサコ∥[著] 講談社

毒蜜 南 英男∥著 祥伝社



≪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

ギネス世界記録 クレイグ　グレンディ∥編 角川アスキー総合研究所

おかんメール 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

おかんメール 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

おかんメール 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

踊り アイヌ文化振興・研究推進機構

地域住民のアイヌ政策への評価とアイヌの人々との社会関係  札幌市とむかわ町を対象にして 小内  透／編 北海道大学アイヌ・先住民族研究センター

大人の断捨離手帖 やました ひでこ∥著 学研パブリッシング

広岡浅子の生涯 宝島社

海外旅行のスマホ術 日経BP社

北海道夏山ガイド 梅沢 俊∥著 北海道新聞社

ドイツリスク 三好 範英∥著 光文社

暴走を始めた中国2億6000万人の現代流民 石 平∥著 講談社

民主主義ってなんだ? 高橋 源一郎∥著 河出書房新社

地域おこし協力隊 椎川 忍∥編著 学芸出版社

集団的自衛権はなぜ違憲なのか 木村 草太∥著 晶文社

16歳からの交渉力 田村 次朗∥著 実務教育出版

家族という病 下重 暁子∥著 幻冬舎

下流老人 藤田 孝典∥著 朝日新聞出版

だって、女子だもん!! 雨宮 まみ∥著 ポット出版

強いおばさん弱いおじさん 小川 有里∥著 毎日新聞出版

無縁社会 NHK「無縁社会プロジェクト」取材班∥編著 文藝春秋

シングルマザー生活便利帳 新川 てるえ∥著 太郎次郎社エディタス

18歳からの選挙Q&A 全国民主主義教育研究会∥編 同時代社

15歳までに始めたい!発達障害の子のライフスキル・トレーニング 梅永 雄二∥監修 講談社



持ち歩きやさしい手話の本 豊田 直子∥著 日本文芸社

次に備えておくべき「噴火」と「大地震」の危険地図 木村 政昭∥著 青春出版社

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山 元彦∥著 創元社

図解睡眠時無呼吸症候群を治す!最新治療と正しい知識 白濱 龍太郎∥監修 日東書院本社

北海道大学病院のおいしい健康ごはん 北海道大学病院栄養管理部∥著 北海道新聞社

ひとり、家で穏やかに死ぬ方法 川越 厚∥著 主婦と生活社

50代からの成功リフォーム 主婦の友社

ドローンのすべて 洋泉社

高校生が教える先生・保護者のためのLINE教室 旭LINE同盟∥著 学事出版

重曹とお酢ですっきり暮らす 岩尾 明子∥監修 主婦の友社

手作りしたい毎日のこども服 ブティック社

大人のおしゃれマフラー&スヌード50 アップルミンツ

手編み大好き! 実業之日本社

クックパッドのおいしい厳選!魚介レシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社

週末90分の作りおきで1週間分の献立 渥美 真由美∥[著] 枻出版社

楽しいベビーサイン 吉中 みちる∥著 主婦の友社

地域人 大正大学出版会

誤解だらけの遺伝子組み換え作物 小島 正美∥編 エネルギーフォーラム

小さな盆栽づくり 松井 孝∥監修 主婦の友社

そらまめ スエトシ牧場∥著 文藝春秋

交通事故と示談のしかた 長戸路 政行∥著 自由国民社

絵手紙・さる年の年賀状 日貿出版社∥編 日貿出版社

美しい切り絵。 大橋 忍∥著 エムディエヌコーポレーション

ちはやふる 末次 由紀∥著 講談社

ベイビーステップ 勝木 光∥著 講談社

義男の空 エアーダイブ∥制作 Dybooks

義男の空 エアーダイブ∥制作 Dybooks

ギターコードBOOK 森 朗∥著 新星出版社

童謡・唱歌・みんなのうた 新星出版社編集部∥編 新星出版社



だから、生きる。 つんく♂∥著 新潮社

オータムセール  ２０１５ 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  ２０１５ 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

将棋の天才たち 米長 邦雄∥著 講談社

「きちんとしている」と言われる「話し方」の教科書 矢野 香∥著 プレジデント社

滅びゆく日本の方言 佐藤 亮一∥著 新日本出版社

シルバー川柳 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社

江戸川乱歩傑作集 江戸川 乱歩∥著 リブレ出版

他者という病 中村 うさぎ∥著 新潮社

まにまに 西 加奈子∥著 KADOKAWA

お風呂自慢の宿 舵社

るるぶ横浜鎌倉 JTBパブリッシング

アンのゆりかご 村岡 恵理∥著 新潮社

くらべてわかるきのこ 大作 晃一∥写真 山と溪谷社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

命はどうしてたいせつなの? 大野 正人∥作 汐文社

屈折万歳! 小島 慶子∥著 岩波書店

見て、学んで、力がつく!こども日本地図 永岡書店編集部∥編 永岡書店

命を救われた捨て犬夢之丞 今西 乃子∥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

ダム・浄水場・下水処理場で働く人たち 山下 久猛∥著 ぺりかん社

橋の大解剖 五十畑 弘∥監修 岩崎書店

鉄道おもしろかんさつガイド 結解 喜幸∥監修 交通新聞社

電気で走るクルマのひみつ もちつきかつみ∥漫画 学研パブリッシンググローバルCB事業室

化学のひみつ おかだ  たかはる∥漫画 学研パブリッシンググローバルCB事業室

お化粧のひみつ 宮原  美香∥漫画 学研パブリッシンググローバルCB事業室

みんなにウケる!手品入門 長谷川 ミチ∥著 西東社

まほうのなぞなぞ 小野寺 ぴりり紳∥作 ポプラ社

みんなでつくる1本の辞書 飯田 朝子∥文 福音館書店

笑い猫の5分間怪談 那須田 淳∥責任編集 KADOKAWA

失われたものたちの本 ジョン　コナリー∥著 東京創元社

消えた王 ジェニファー　A.ニールセン∥作ほるぷ出版

偽りの王子 ジェニファー　A.ニールセン∥作ほるぷ出版

イスタンブルで猫さがし 新藤 悦子∥作 ポプラ社

岸辺のヤービ 梨木 香歩∥著 福音館書店

自転車少年(チャリンコボーイ) 横山 充男∥著 くもん出版

テレビのずるやすみ 村上 しいこ∥さく PHP研究所

なかよくなれたね 森山 京∥作 文溪堂

2分の1成人式 井上 林子∥著 講談社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いっぽんの木のそばで G.ブライアン　カラス∥作 BL出版

うそだあ! サトシン∥作 文溪堂

おこめようちえん 苅田 澄子∥文 講談社

おならをならしたい 鈴木 のりたけ∥作 小学館

カボチャのなかにたねいくつ? マーガレット　マクナマラ∥作 フレーベル館

くうきにんげん 綾辻 行人∥作 岩崎書店

げんこつやまがあったとさ 間所 ひさこ∥さく PHP研究所

ゴリラのおとうちゃん 三浦 太郎∥作 こぐま社

ごいっしょにどうぞ くすのき しげのり∥作 廣済堂あかつき

じどうしゃトロット ユリ　シュルヴィッツ∥さく　え そうえん社

女王さまの影 シベール　ヤング∥作 BL出版

つきよのうた はせがわ さとみ∥作 文溪堂

どろだんごとたごとのつきまつり 飯野 和好∥作 BL出版

どうぶつ連想それ、だーれ? サトシン∥さく そうえん社

どうぶつえんはおおさわぎ 二宮 由紀子∥文 文研出版

なんで? トレーシー　コーデュロイ∥作ブロンズ新社

はいてほしいくつしたのおはなし いしはら なまこ∥作 BL出版

はじめてのずかん300 講談社ビーシー∥編 講談社

はっきょいどーん やまもと ななこ∥作 講談社

パンダ銭湯 tupera tupera∥さく 絵本館

ぱぴぷぺぽーず 新井 洋行∥著 文溪堂

ふまんがあります ヨシタケ シンスケ∥作　絵 PHP研究所

ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子∥作 講談社

まじょのルマニオさん 谷口 智則∥作　絵 文溪堂

わらう さこ ももみ∥著 白泉社


