
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

日中韓子ども童話交流報告書 日中韓子ども童話交流事業実行委員会（日本）／〔ほか〕編集 日中韓子ども児童交流事業実行委員会

北海道立文学館年報 北海道文学館 北海道文学館

キリンの子 鳥居∥著 KADOKAWA

これだけで、幸せ 小川 糸∥著 講談社

こんな老い方もある 佐藤 愛子∥著 海竜社

息子に贈ることば 辻 仁成∥著 文藝春秋

心にしみるいい話 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

カルト村で生まれました。 高田 かや∥著 文藝春秋

最後だとわかっていたなら ノーマ　コーネット　マレック∥作 サンクチュアリ出版

居酒屋ぼったくり 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

SARA 麻生 幾∥著 幻冬舎

幕末新選組 池波 正太郎∥著 埼玉福祉会

幕末新選組 池波 正太郎∥著 埼玉福祉会

神の値段 一色 さゆり∥著 宝島社

情け深くあれ 岩井 三四二∥著 文藝春秋

バラカ 桐野 夏生∥著 集英社

臥龍 今野 敏∥著 徳間書店

アシタノユキカタ 小路 幸也∥著 祥伝社

赤毛のアンナ 真保 裕一∥著 徳間書店

くれなゐの紐 須賀 しのぶ∥著 光文社

君の膵臓をたべたい 住野 よる∥著 双葉社

西洋菓子店プティ・フール 千早 茜∥著 文藝春秋

ガンルージュ 月村 了衛∥著 文藝春秋

ミナトホテルの裏庭には 寺地 はるな∥著 ポプラ社

北条早雲 富樫 倫太郎∥著 中央公論新社

教場 長岡 弘樹∥著 小学館



まく子 西 加奈子∥著 福音館書店

ビューティーキャンプ 林 真理子∥著 幻冬舎

神剣 葉室 麟∥[著] 角川春樹事務所

カエルの楽園 百田 尚樹∥著 新潮社

女神 藤田 宜永∥著 光文社

羊と鋼の森 宮下 奈都∥著 文藝春秋

焼野まで 村田 喜代子∥著 朝日新聞出版

メアリー・スーを殺して 乙一∥著 朝日新聞出版

象は忘れない 柳 広司∥著 文藝春秋

光の庭 吉川 トリコ∥著 光文社

召抱 上田 秀人∥[著] 講談社

隠密 上田 秀人∥[著] 講談社

大名やくざ 風野 真知雄∥[著] 幻冬舎

大名やくざ 風野 真知雄∥[著] 幻冬舎

絶対ナル孤独者(アイソレータ) 川原 礫∥[著] KADOKAWA

小籐次青春抄 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

始末 佐伯 泰英∥著 光文社

水鏡推理 松岡 圭祐∥[著] 講談社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ささえあう図書館 青柳 英治∥編著 勉誠出版

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告 アイヌ文化振興・研究推進機構／編集 アイヌ文化振興・研究推進機構

イタカンロー アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構／編

死ぬときに人はどうなる10の質問 大津 秀一∥著 致知出版社

行動表情口グセで他人の心がわかる心理学用語事典 渋谷 昌三∥著 池田書店

赤ちゃんに贈るすこやか名前事典 赤ちゃんとママ社編集部∥編 赤ちゃんとママ社

抜萃のつゞり 熊平製作所

アイヌと縄文 瀬川 拓郎∥著 筑摩書房

大正十年研究旅行日誌 帯広叢書刊行会

会計検査院 会計検査院  事務総長官房総務課  渉外広報室／編集 会計検査院  事務総長官房総務課  渉外広報室／発行

わかりやすい借家 吉田 杉明∥著 自由国民社

花束の作り方テクニック フローリスト編集部∥編 誠文堂新光社

起業1年目の教科書 今井 孝∥著 かんき出版

社長解任 有森 隆∥著 さくら舎

会計検査のあらまし 会計検査院事務総長官房調査課

誰とでもスッとうちとけて話せる!雑談ルール50 野口 敏∥著 すばる舎

都道府県ランキング 久保 哲朗∥著 新建新聞社

16歳の語り部 雁部 那由多∥語り部 ポプラ社

TSUNAMI 沿岸技術研究センター「TSUNAMI」改訂編集委員会∥編 丸善プラネット

へき地教育研究 玉井  康之  ほか 北海道教育大学学校・地域教育研究支援センターへき地教育研究支援部門

学校と図書館でまなぶインターネット活用法 ジェームス　E.ヘリング∥著 日本図書館協会

かわいさいっぱい!ハッピー壁面12か月 ポット編集部∥編 チャイルド本社

「小中一貫」で学校が消える 山本 由美∥編 新日本出版社

しおさい 新ひだか町教育研究協議会  国語部会／編 新ひだか町教育研究協議会



樹木葬という選択 田中 淳夫∥著 築地書館

腰痛解消!「神の手」を持つ16人 現代書林特別取材班∥著 現代書林

健康常備学 大日本住友製薬

数字に見る-医療と医薬品 アステラス製薬株式会社広報部

北海道環境白書 保健環境部環境室環境政策課／編集 北海道

りんこーで 村田 倫子∥著 学研プラス

フランス人は10着しか服を持たない ジェニファー　L.スコット∥著 大和書房

下ごしらえおかず 藤井 恵∥著 扶桑社

小さい農業で稼ぐコツ 西田 栄喜∥著 農山漁村文化協会

おいしく育てる野菜づくり失敗しないコツと対策 五十嵐 透∥著 ナツメ社

希望のイチゴ 田中 裕司∥著 扶桑社

藤田智のこだわりの野菜づくり 藤田 智∥著 技術評論社

小さな庭のつくり方 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版

手描きPOPの見本帳 フレア∥著 エムディエヌコーポレーション

爆買いの正体 鄭 世彬∥著 飛鳥新社

TPPがビジネス、暮らしをこう変える 日本経済新聞社∥編 日本経済新聞出版社

北海道新幹線パーフェクト・ブック 双葉社

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

日本刀を嗜む 刀剣春秋編集部∥監修 ナツメ社

特撮全史 講談社∥編 講談社

世界一伸びるストレッチ 中野 ジェームズ修一∥著 サンマーク出版

旅客機年鑑 青木 謙知∥監修　執筆 イカロス出版

魚介類別名辞典 日外アソシエーツ株式会社∥編集 日外アソシエーツ

薬草・毒草を見分ける図鑑 磯田 進∥監修 誠文堂新光社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

アンパンマンはじめてのことばえほん<ぐんぐん> やなせ たかし∥原作 フレーベル館

アンパンマンはじめてのことばえほん<わくわく> やなせ たかし∥原作 フレーベル館

うんちコロコロうんちはいのち きむら だいすけ∥さく　え 岩崎書店

おばけのスパルタカス ヒド　ファン　ヘネヒテン∥作　絵 世界文化社

ごはんのじかん レベッカ　コッブ∥ぶん え ポプラ社

ざしきわらしのおとちゃん 飯野 和好∥絵 小学館

しおちゃんとこしょうちゃん ルース　エインズワース∥さく 福音館書店

0さいからのドラえもんはじめてずかん 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作 小学館

ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか∥さく　え 福音館書店

たまおくんはたまごにいちゃん あきやま ただし∥作　絵 鈴木出版

たべものベスト50 講談社

とんでもない 鈴木 のりたけ∥作　絵 アリス館

いつだってともだち 内田 麟太郎∥作 偕成社

ながいながいみち フランク　ビバ∥さく バナナブックス

ひなまつりのちらしずし 宮野 聡子∥作 講談社

ねこのひけしや 渡辺 有一∥作 フレーベル館

ぼくらはうまいもんフライヤーズ 岡田 よしたか∥さく ブロンズ新社

もりのやきゅうちーむふぁいたーず 北海道日本ハムファイターズ選手会∥さく 北海道新聞社

りきしの春 春風亭 昇太∥作 あかね書房



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

五感ってナンだ!まるごとわかる「感じる」しくみ 山村 紳一郎∥著 誠文堂新光社

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

未来を一緒につくる！ファイナンシャル・プランニング技能士 柳澤  美由紀／原作 一般社団法人金融財政事情研究会

コミュニケーションナビ話す・聞く 鈴木出版

巨大生物摩訶ふしぎ図鑑 北村 雄一∥絵と文 保育社

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

薬剤師のひみつ 大石  容子／漫画 株式会社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

これならわかる!科学の基礎のキソ 環境 保坂 直紀∥監修 丸善出版

いえができるまで 砺波 周平∥取材　構成　写真 ひさかたチャイルド

きれいな空気のひみつ 出口  由美子∥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

大研究！すごいぞ！インスタントラーメン 月路  よなぎ／漫画 講談社ビーシー

はたらく機械レンタルのひみつ たまだ  まさお∥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

紙ひこうきクラフトスクール クリストファー　L.ハーボ∥著 ほるぷ出版

紙ひこうきクラフトスクール クリストファー　L.ハーボ∥著 ほるぷ出版

白井健三 本郷 陽二∥編 汐文社

あそべる!たのしい!あやとり 多田 千尋∥監修 ナツメ社

たのしいあやとり大図鑑 フィグインク∥編 汐文社

百人一首人物大事典 渡部 泰明∥監修 金の星社

ベイマックス KADOKAWA

おばけのへんしん!? むらい かよ∥著 ポプラ社

真田十勇士 小前 亮∥作 小峰書店

流れ行く者 上橋 菜穂子∥作 偕成社

ねこ探! 村上 しいこ∥作 ポプラ社

墓守りのレオ 石川 宏千花∥著 小学館

べんり屋、寺岡の秋。 中山 聖子∥作 文研出版



べんり屋、寺岡の冬。 中山 聖子∥作 文研出版

べんり屋、寺岡の春。 中山 聖子∥作 文研出版


