
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

明日をうたう 三浦 綾子∥著 角川書店

わたしの容れもの 角田 光代∥著 幻冬舎

少女奇譚 あたしたちは無敵 朝倉 かすみ∥著 KADOKAWA

荒仏師運慶 梓澤 要∥著 新潮社

半席 青山 文平∥著 新潮社

我々の恋愛 いとう せいこう∥著講談社

ファミリー・レス 奥田 亜希子∥著KADOKAWA

牛姫の嫁入り 大山 淳子∥著 KADOKAWA

総選挙ホテル 桂 望実∥著 KADOKAWA

マル暴総監 今野 敏∥著 実業之日本社

大岩壁 笹本 稜平∥著 文藝春秋

主夫のトモロー 朱川 湊人∥著 NHK出版

炎と苗木 田中 慎弥∥著 毎日新聞出版

ジャッカ・ドフニ 津島 佑子∥著 集英社

バビロンの秘文字 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

バビロンの秘文字 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

どこかでベートーヴェン 中山 七里∥著 宝島社

赤い刻印 長岡 弘樹∥著 双葉社

St.ルーピーズ 長沢 樹∥著 祥伝社

掟上今日子の婚姻届 西尾 維新∥著 講談社

秋霜 葉室 麟∥著 祥伝社

神奈備 馳 星周∥著 集英社

罪の終わり 東山 彰良∥著 新潮社

亡者たちの切り札 藤田 宜永∥著 祥伝社

硝子の太陽Rouge 誉田 哲也∥著 光文社



硝子の太陽Noir 誉田 哲也∥著 中央公論新社

煉瓦を運ぶ アレクサンダー　マクラウド∥著新潮社

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊 かなえ∥著 光文社

代体 山田 宗樹∥著 KADOKAWA

約束の夏 若松 みき江∥著北海道新聞社

死の舞い 佐伯 泰英∥著 新潮社

進撃の巨人 諫山 創∥原作 講談社

進撃の巨人 諫山 創∥原作 講談社

進撃の巨人 諫山 創∥原作 講談社

ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月 隆文∥著 宝島社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

学校図書館が動かす読書イベント実践事例集 牛尾 直枝∥編著 少年写真新聞社

北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要 北海道博物館アイヌ民族文化研究センター／編 北海道博物館

使える心理学 植木 理恵∥著 KADOKAWA

九十九怪談 木原 浩勝∥著 KADOKAWA

北海道博物館研究紀要 北海道博物館／編 北海道博物館

歴史探訪北海道移民史を知る! 北国 諒星∥著 北海道出版企画センター

受賞に輝く人々 北海道総務部人事局人事課／編 北海道

日本史有名人の身体測定 篠田 達明∥著 KADOKAWA

北海道コテージ&キャンプ場ガイド 紺谷 充彦∥著 北海道新聞社

るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道 JTBパブリッシング

るるぶ長崎 JTBパブリッシング

選挙ってなんだろう!? 高村 正彦∥著 PHP研究所

蔡英文 新時代の台湾へ 蔡 英文∥著 白水社

Q&Aすぐわかる軽減税率 日本経済新聞社∥編 日本経済新聞出版社

反メディア論 森 達也∥著 現代書館

あたらしい移住のカタチ セソコ マサユキ∥著 マイナビ出版

北の女性からのメッセージ 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援室／編 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援室

もう親を捨てるしかない 島田 裕巳∥著 幻冬舎

自死 瀬川 正仁∥著 晶文社

平成28年熊本地震 熊本日日新聞社∥編 熊本日日新聞社

命と向きあう教室 制野 俊弘∥著 ポプラ社

子どもの力を伸ばす!!じょうずな叱り方・ほめ方 小崎 恭弘∥監修 洋泉社

江戸前魚食大全 冨岡 一成∥著 草思社

九州・沖縄のジオパーク 目代 邦康∥編 古今書院

須崎忠助植物画集 須崎 忠助∥画 北海道大学出版会



認知症知りたいこと百科 須貝 佑一∥共著 ぱーそん書房

柔らかヒューマノイド 細田 耕∥著 化学同人

産廃Gメンが見た食品廃棄の裏側 石渡 正佳∥著 日経BP社

パッチワークのパターンレッスン210 ブティック社

いただきます!かんたん・おいしい幼児のごはん 牧野 直子∥監修　料理 赤ちゃんとママ社

ほっかいどうの希望をかたちに！ 地方独立行政法人  北海道立総合研究機構／編集 地方独立行政法人北海道総合研究機構

すぐに使える!土・肥料・鉢 NHK出版∥編 NHK出版

北の果樹園芸 野原 敏男∥[ほか]著 北海道新聞社

ステップアップ北の家庭菜園 有村 利治∥著 北海道新聞社

食虫植物・おもしろ植物 A Tropical Garden 井上熱帯園∥監修 ブティック社

フクロウ 藤井 智之∥著 誠文堂新光社

おいしい雑草 平谷 けいこ∥著 山と溪谷社

調査研究論文集 ｻﾞｲﾀﾞﾝ ﾎｳｼﾞﾝ ｷｮｺｳ ｷﾞｮﾊﾞ ｷﾞｮｿﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 漁港漁場漁村技術研究所

築地市場 福地 享子∥著 朝日新聞出版

日本近代彫刻の歩み展 釧路市生涯学習センターアートギャラリー／編集 釧路市生涯学習センターアートギャラリー

浮世絵の女たち 鈴木 由紀子∥著 幻冬舎

久本春雄画集 武藤  忠／編集 久本春雄顕彰会

尾山  幟 釧路市立美術館／編集 釧路市立美術館

音に恋した美術展 釧路市立美術館

昭和・戦後の洋画展 釧路市立生涯学習センター・アートギャラリー／編集 釧路市

ドイツ絵画  バロックから印象派まで 千足  伸行／監修 ホワイトＰＲ

中原悌二郎 釧路市立美術館／編集 釧路市立美術館

米坂  ヒデノリ 釧路市立美術館／編集 釧路市立美術館

洋画の大樹が根付くまで 東京国立近代美術館、釧路市立美術館、神戸市立小磯記念美術館

コレ、噓みたいやけど、全部ホンマの話やねん コラアゲンはいごうまん∥著 幻冬舎

ジョコビッチの生まれ変わる食事 ノバク　ジョコビッチ∥著 三五館

パ・リーグ激動の昭和48年 佐野 正幸∥著 日刊スポーツ出版社

羽生結弦王者のメソッド 野口 美惠∥著 文藝春秋



ばんえい競馬 山岸 伸∥[撮影] 朝日新聞出版

セレクションセール 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

２０１６  Ｔｒａｉｎｉｎｇ  Ｓａｌｅ 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部／編 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部

無私の日本人 磯田 道史∥著 文藝春秋

ＭＵＳＩＣ  ＧＲＯＯＶＥ ＭＡＳＡＨＩＲＯ  ＳＡＧＡ Ｍｙ  ｂｏｏｋｓ．ｊｐ

ＭＵＳＩＣ  ＧＲＯＯＶＥ ＭＡＳＡＨＩＲＯ  ＳＡＧＡ Ｍｙ  ｂｏｏｋｓ．ｊｐ



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

博物館のひみつ 斎藤 靖二∥監修 PHP研究所

池上彰のみんなで考えよう18歳からの選挙 池上 彰∥監修 文溪堂

むしこぶみつけた 新開 孝∥写真　文 ポプラ社

ある日、お父さんお母さんががんになってしまったら Ann Couldrick∥原作 PILAR PRESS

下水道のひみつ ひろ  ゆうこ∥漫画 株式会社学研プラス  出版コミュニケーション室

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城編集委員会∥編著 汐文社

小学生の自由工作パーフェクト 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

小学生の自由工作パーフェクト 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

オリンピック・パラリンピック大百科 日本オリンピック　アカデミー∥監修 小峰書店

オリンピック・パラリンピック大百科 日本オリンピック　アカデミー∥監修 小峰書店

あらしをよぶ名探偵 杉山 亮∥作 偕成社

お面屋たまよし 石川 宏千花∥[著] 講談社

おばけやさん おかべ りか∥作 偕成社

恐怖コレクター 佐東 みどり∥作 KADOKAWA

精霊の木 上橋 菜穂子∥作 偕成社

月の森に、カミよ眠れ 上橋 菜穂子∥著 偕成社

てんからどどん 魚住 直子∥作 ポプラ社

びょういんのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋 玲子∥作 偕成社

夜間中学へようこそ 山本 悦子∥作 岩崎書店

幽霊探偵ハル 田部 智子∥作 KADOKAWA



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

うみのそこたんけん 中川 ひろたか∥ぶん アリス館

エルマーはやいのはだれ? デビッド　マッキー∥ぶんとえ BL出版

おせんとおこま 飯野 和好∥作 ブロンズ新社

カエルのおんがくたい 刀根 里衣∥絵　文 小学館

かみをきってよ 長田 真作∥文　絵 岩崎書店

このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社

300年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー　ジェンキンス∥文 あすなろ書房

ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん みやにし たつや∥作絵 ひさかたチャイルド

つばめこうくう もとやす けいじ∥著 佼成出版社

てるてるぼうずとふりふりぼうず せな けいこ∥作　絵 金の星社

ともだちどれだ? 新井 洋行∥作　絵 大日本図書

トルーシー・トルトルとトラ ヘレン　スティーヴンズ∥作 BL出版

ながぐつをはいたねこ シャルル　ペロー∥原作 金の星社

ネコヅメのよる 町田 尚子∥作 WAVE出版

ねこがおおきくなりすぎた ハンス　トラクスラー∥作　絵 徳間書店

ノンタンおねしょでしょん キヨノ サチコ∥作絵 偕成社

はちみつ ふじわら ゆみこ∥文 福音館書店

はじめてのずかん300 講談社ビーシー∥編 講談社

ぺんぎんたいそう 齋藤 槇∥さく 福音館書店

やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち なかや みわ∥さく 白泉社


