
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

シルバー川柳 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社

小説家と過ごす日曜日 石田 衣良∥著 文藝春秋

孤独って素敵なこと 浜 美枝∥著 講談社

励み場 青山 文平∥[著] 角川春樹事務所

何様 朝井 リョウ∥著 新潮社

友の墓の上で 赤川 次郎∥著 集英社

7デイズ 五十嵐 貴久∥著 PHP研究所

江戸を造った男 伊東 潤∥著 朝日新聞出版

光炎の人 木内 昇∥著 KADOKAWA

猿の見る夢 桐野 夏生∥著 講談社

光炎の人 木内 昇∥著 KADOKAWA

反社会品 久坂部 羊∥著 KADOKAWA

揺らぐ街 熊谷 達也∥著 光文社

刑罰0号 西條 奈加∥著 徳間書店

侍の本分 佐藤 雅美∥著 KADOKAWA

望み 雫井 脩介∥著 KADOKAWA

ゴールドフィンチ ドナ　タート∥著 河出書房新社

作家刑事毒島 中山 七里∥著 幻冬舎

掟上今日子の家計簿 西尾 維新∥著 講談社

私のスポットライト 林 真理子∥著 ポプラ社

危険なビーナス 東野 圭吾∥著 講談社

料理通異聞 松井 今朝子∥著 幻冬舎

みかづき 森 絵都∥著 集英社

明日の食卓 椰月 美智子∥著 KADOKAWA

信長さまはもういない 谷津 矢車∥著 光文社

ノーゲーム・ノーライフ 榎宮 祐∥著 イラスト KADOKAWA



殺生伝 神永 学∥[著] 幻冬舎

ソードアート・オンライン 川原 礫∥[著] KADOKAWA

らくだ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

柳に風 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

カゲロウデイズ じん(自然の敵P)∥著 KADOKAWA

二度泣いた少女 堂場 瞬一∥[著] 講談社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ビジュアル北海道博物館 北海道博物館／編 北海道博物館

城主になった女 井伊直虎 梓澤 要∥著 NHK出版
あなたがもし残酷な100人の村の村人だと知ったら 江上 治∥著 経済界
戦う民意 翁長 雄志∥著 KADOKAWA
パナマ文書 バスティアン　オーバーマイヤー∥著 KADOKAWA
夫に死んでほしい妻たち 小林 美希∥著 朝日新聞出版

「鬼畜」の家 石井 光太∥著 新潮社
いつ大災害が起きても家族で生き延びる 小川 光一∥著 ワニブックス
２０１５北海道の福祉 北海道社会福祉協議会／編 北海道社会福祉協議会

コミュニティ・スクール 佐藤 晴雄∥著 エイデル研究所

0歳児から5歳児 行動の意味とその対応 今井 和子∥著 小学館
フィリピン留学決定版 中川 友康∥著 宝島社
踊り アイヌ文化振興・研究推進機構

完全解剖ティラノサウルス NHKスペシャル「完全解剖ティラノサウルス」制作班∥編 NHK出版
池上彰が聞いてわかった生命のしくみ 池上 彰∥聞き手 朝日新聞出版

膠原病がよくわかる最新治療と正しい知識 橋本 博史∥監修 日東書院本社

膠原病・リウマチがわかる本 宮坂 信之∥著 法研
大腸がん 福長 洋介∥著 主婦の友社
発達障害とはなにか 古荘 純一∥著 朝日新聞出版

腰痛・脊柱管狭窄症と坐骨神経痛を治すコツがわかる本 竹川 広三∥監修 主婦の友インフォス

腎臓病のことがよくわかる本 小松 康宏∥監修 講談社
偽りの帝国 熊谷 徹∥著 文藝春秋
一瞬で判断する力 若田 光一∥著 日本実業出版社

かんたんネットワーク入門 三輪 賢一∥著 技術評論社
ダンボール織りテクニックBOOK 蔭山 はるみ∥著 誠文堂新光社

トルコの伝統手芸縁飾り<オヤ>の見本帳 石本 寛治∥著 高橋書店



はじめてでもかんたん!大人のかぎ針編み リトルバード∥編 西東社
果実酒・果実酢・ジャム・シロップ ワタナベ マキ∥著 家の光協会
50代のロッカーが毎朝せっせとお弁当作ってるってかっこ悪いことかもしれないけれど 辻 仁成∥著 主婦の友社
つくおき nozomi∥[著] 光文社
煮もの炊きもの 真藤 舞衣子∥著 主婦と生活社

ワタナベマキの31日分の定食カレンダー ワタナベ マキ∥著 日本文芸社
クリトモの大人もおいしい離乳食 栗原 友∥著 扶桑社
ねんねこコトラ 中野 日出美∥著 学研プラス
ママ、わたしこんなこと思ってるよ 小西 行郎∥監修 PHPエディターズ・グループ

ちはやふる 末次 由紀∥著 講談社
今のことばで覚える初めてのくずし字 齋藤 均∥編 柏書房
ブラバンキッズ・ラプソディー 石川 高子∥著 三五館
パラスポーツルールブック 陶山 哲夫∥監修 清水書院
ハンドボール基本と戦術 酒巻 清治∥監修 実業之日本社

サマーセール 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

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

住民基本台帳人口要覧 国土地理協会

住民基本台帳人口要覧 国土地理協会

防衛ハンドブック 朝雲新聞社出版業務部∥編著 朝雲新聞社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

日本の歴史 大石 学∥監修 学研プラス
ルイ・ブライユ 新井 隆広∥まんが 小学館
これから戦場に向かいます 山本 美香∥写真と文 ポプラ社
よくわかる警察 倉科 孝靖∥監修 PHP研究所
ネットで見たけどこれってホント? 北折 一∥著 少年写真新聞社

ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん 高岡 昌江∥文 学研プラス
転んでも、大丈夫 臼井 二美男∥著 ポプラ社
耳と補聴器のひみつ 谷  豊／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

世界初の宇宙ヨット「イカロス」 山下 美樹∥文 文溪堂
みんなのおりぞめ 山本 俊樹∥編著 仮説社
歌舞伎一年生 中川 右介∥著 筑摩書房
試合で勝てる!小学生の柔道上達のコツ50 朝飛 大∥監修 メイツ出版
知ってる?卓球 藤井 寛子∥著 ベースボール・マガジン社

マンガで覚える図解将棋の基本 矢内 理絵子∥監修 滋慶出版/つちや書店

30動詞でおどろくほどカンタンに話せるようになるマンガで英会話 ハタノ ヒヨコ∥まんが 講談社
いえのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社
13階だてのツリーハウス アンディ　グリフィス∥作 ポプラ社
時間の女神のティータイム あんびる やすこ∥作　絵 ポプラ社
昔話法廷 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班∥編 金の星社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

カァーカァードタバタ 中村 陽子∥作絵 岩崎書店

くいしんぼうのクジラ 谷口 智則∥作 あかね書房

くまさんどこ? ジョナサン　ベントレー∥作 講談社

「ごめんなさい」がいっぱい くすのき しげのり∥作 PHP研究所

しろいやみのはてで きむら ゆういち∥作 講談社

12の星のものがたり tupera tupera∥さく ヴィレッジブックス

すっぽんぽんのはだかんぼう 植垣 歩子∥著 白泉社

そんなときなんていう? セシル　ジョスリン∥文 岩波書店

チロルくんのりんごの木 荒井 良二∥著 NHK出版

てんこうせいはつばめくん こんの ひとみ∥作 金の星社

どろろんびょういんどっきりどきどき 苅田 澄子∥作 金の星社

どんぐりむらのだいくさん なかや みわ∥さく 学研プラス

夏のあらしとムーミントロール トーベ　ヤンソン∥原作　絵 徳間書店

はじめてずかんこれ、な～に? 永岡書店編集部∥編 永岡書店

ばななくんがね… とよた かずひこ∥さく　え 童心社

ひまなこなべ 萱野 茂∥文 あすなろ書房

風雲しょうが丸 川端 誠∥作 BL出版

へんしんおてんき あきやま ただし∥作　絵 金の星社

ペネロペのたのしいハロウィン アン　グットマン∥げんさく 岩崎書店

ほしにむすばれて 谷川 俊太郎∥文 文研出版

ぼくのきんぎょをやつらがねらう! 武田 美穂∥作 小学館

わるわるイッサイ 佐々木 マキ∥[作] フレーベル館


