
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦なり。 ジェーン　スー∥著 文藝春秋
数字と踊るエリ 矢幡 洋∥著 講談社
きまぐれ星からの伝言 星 新一∥著 徳間書店
ヴァラエティ 奥田 英朗∥著 講談社
ストロベリーライフ 荻原 浩∥著 毎日新聞出版

新しい鳥たち 片山 恭一∥著 光文社
五弁の秋花 梶 よう子∥著 新潮社
空への助走 壁井 ユカコ∥著 集英社
国士舘物語 栗山 圭介∥著 講談社
氷の轍 桜木 紫乃∥著 小学館
失踪者 下村 敦史∥著 講談社
ゴールドフィンチ ドナ　タート∥著 河出書房新社

籠の鸚鵡 辻原 登∥著 新潮社
黒涙 月村 了衛∥著 朝日新聞出版

黒い紙 堂場 瞬一∥著 KADOKAWA
白衣の噓 長岡 弘樹∥著 KADOKAWA
ヒポクラテスの憂鬱 中山 七里∥著 祥伝社
罪のあとさき 畑野 智美∥著 双葉社
まことの華姫 畠中 恵∥著 KADOKAWA
デトロイト美術館の奇跡 原田 マハ∥著 新潮社
孤篷のひと 葉室 麟∥著 KADOKAWA
花や今宵の 藤谷 治∥著 講談社
桜坂は罪をかかえる 藤本 ひとみ∥著 講談社
火災調査官 福田 和代∥著 東京創元社
新任巡査 古野 まほろ∥著 新潮社
桜風堂ものがたり 村山 早紀∥著 PHP研究所



地上の星 村木 嵐∥著 文藝春秋
芝浜 山本 一力∥著 小学館
陰陽師 夢枕 獏∥著 文藝春秋
わずか一しずくの血 連城 三紀彦∥著 文藝春秋
手のひらの京(みやこ) 綿矢 りさ∥著 新潮社
ジャイロスコープ 伊坂 幸太郎∥著 新潮社
流鶯 佐伯 泰英∥著 光文社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

触れることの科学 デイヴィッド　J.リンデン∥著 河出書房新社

hasunohaお坊さんお悩み相談室 hasunoha∥著 小学館集英社プロダクション

自由訳十牛図 新井 満∥著 四季社
検証天皇陵 外池 昇∥著 山川出版社
ドラッカー入門 上田 惇生∥著 ダイヤモンド社

新たなる使命 ルイ　シュバイツァー∥著 小学館クリエイティブ

Eatrip北海道・おいしい一人旅 HBC「Eatrip」製作班∥編 北海道新聞社

るるぶ湯布院黒川 JTBパブリッシング

るるぶ横浜鎌倉 JTBパブリッシング

ｎｉｔｔａｎ  ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ 北海道新幹線×ｎｉｔｔａｎ地域戦略会議／編 苫小牧市総合政策部政策推進室政策推進課

るるぶイタリア JTBパブリッシング

ニュースで伝えられない日本の真相 辛坊 治郎∥著 KADOKAWA
自民党と公務員制度改革 塙 和也∥著 白水社
町の未来をこの手でつくる 猪谷 千香∥著 幻冬舎
なぜイギリス人は貯金500万円で幸せに暮らせるのか? 井形 慶子∥著 講談社
これならわかる<スッキリ図解>障害者差別解消法 二本柳 覚∥編著 翔泳社
発達障害の子どもの心がわかる本 笠原 麻里∥監修 主婦の友社
尾木ママの叱らずしつけ21のコツ 尾木 直樹∥著 主婦の友社
たのしい子育ての秘密 金盛 浦子∥著 クレヨンハウス
冠婚葬祭お金とマナー大事典 主婦の友社∥編 主婦の友社
その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた 松橋 利光∥著 大和書房
やさしくわかる子どもの起立性調節障害 田中 大介∥著 洋泉社
よくわかる高齢者のからだと病気 山口 潔∥監修 池田書店
名医が教える足のお悩み完全解決バイブル 高倉 義典∥著 誠文堂新光社

図解アトピーを治して妊娠する本 植松 光子∥著 農山漁村文化協会



おうちで作る介護食クッキング入門 齋藤 郁子∥編著 日本医療企画

“筋力アップ”で健康 石井 直方∥総監修 NHK出版
人生を変える!骨ストレッチ 松村 卓∥著 ダイヤモンド社

2030年の世界エネルギー覇権図 上念 司∥著 飛鳥新社
日本の防災、世界の災害 石渡 幹夫∥著 鹿島出版会
いちばんやさしい着物のお手入れ・お直しの基本 安田 多賀子∥監修 ナツメ社
すぎやまとものニットで冬支度 すぎやま とも∥[著] 世界文化社
海上保安庁のおいしい船飯 海上保安協会∥監修 扶桑社
ごちそうワンプレート 堤 人美∥著 世界文化社
ビスケ、クッキー、マフィン kinaco∥著 文化学園文化出版局

野菜玉ですごい簡単うちごはん 金丸 絵里加∥[著] 東京書店
忙しい人のための家事をラクにする収納 梶ケ谷 陽子∥著 エクスナレッジ
赤ちゃんとママが安眠できる魔法の育児書 トレイシー　ホッグ∥著 イースト・プレス

誕生花と幸せの花言葉366日 主婦の友社∥編 主婦の友社
昭和の終着駅 交通新聞社
ローカル鉄道という希望 田中 輝美∥著 河出書房新社

手軽でたのしいふわかわパステル画 中村 友美∥著 誠文堂新光社

陽だまりの樹 手塚　治虫／著 小学館
義男の空 エアーダイブ∥制作 Dybooks
君の名は。公式ビジュアルガイド KADOKAWA
再生力 野村 克也∥著 イースト・プレス

登山外来へようこそ 大城 和恵∥[著] KADOKAWA
大相撲の解剖図鑑 伊藤 勝治∥監修 エクスナレッジ
オータムセール  ２０１６ 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  ２０１６ 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

読むだけですっきりわかる日本地理 後藤 武士∥著 宝島社
棋士という人生 大崎 善生∥編 新潮社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

都道府県のかたちを絵でおぼえる本 造事務所∥編 実務教育出版

よくわかる税金 新井 明∥著 PHP研究所
こどもノーベル賞新聞 若林 文高∥監修 世界文化社
ジオパークへ行こう！恐竜、アンモナイト、火山、地球の不思議を探す旅 北海道博物館／編 北海道博物館

クイズでさがそう!生きものたちのわすれもの 小宮 輝之∥監修 佼成出版社
ハチのくらし大研究 松田 喬∥著 PHP研究所
いのちって、なんだろう? 細谷 亮太∥監修 フレーベル館
歯ブラシづくりのひみつ 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

調べてなるほど!果物のかたち 柳原 明彦∥絵と文 保育社
商店街で働く人たち 山下 久猛∥著 ぺりかん社
鉄道会社ここが知りたい！ 久松  ゆのみ／まんが 株式会社文藝春秋企画出版部

日本の世界遺産 山口 正∥監修 朝日新聞出版

サイエンスコナン忍者の不思議 青山 剛昌∥原作 小学館
笑い猫の5分間怪談 那須田 淳∥責任編集　作 KADOKAWA
X-01 あさの あつこ∥[著] 講談社
王様に恋した魔女 柏葉 幸子∥作 講談社
真田十勇士 小前 亮∥作 小峰書店
しゅくだいとびばこ 福田 岩緒∥作　絵 PHP研究所
飛び込み台の女王 マルティナ　ヴィルトナー∥作 岩波書店
なぞとき博物館 ダン　メトカーフ∥作 KADOKAWA
ねらわれた王座 ジェニファー　A.ニールセン∥作 ほるぷ出版
ピクルスとふたごのいもうと 小風 さち∥文 福音館書店
マルの背中 岩瀬 成子∥著 講談社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いたずらえほんがたべちゃった! リチャード　バーン∥作 ブロンズ新社
きつねみちは、天のみち あまん きみこ∥作 童心社
しょうぼうしのサルサさん 中川 ひろたか∥作 講談社
1001のモンスターをさがせ! ジリアン　ドハーティ∥作 PHP研究所
たんじょうびはかそうパーティー! カタリーナ　ヴァルクス∥作 文研出版
ちかてつてっちゃん 井上 よう子∥作 岩崎書店
でてくるでてくる 岩田 明子∥作　絵 ひかりのくに
にぎやかなえのぐばこ バーブ　ローゼンストック∥文 ほるぷ出版
ねずみさんのくらべっこ 多田 ヒロシ∥作 こぐま社
はじめてののりものずかん 講談社ビーシー∥編 講談社
ハロウィーンのひみつ はやし ちかげ∥[作] 金の星社
パンダともだちたいそう いりやま さとし∥作 講談社
ぼくはちっともねむくない クリス　ホートン∥作 BL出版
またおこられてん 小西 貴士∥作 童心社
もうあかん! 岡田 よしたか∥作 学研プラス
わたしのそばできいていて リサ　パップ∥作 WAVE出版


