
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

馬場あき子の「百人一首」 馬場 あき子∥著 NHK出版

天子蒙塵 浅田 次郎∥著 講談社

天を灼く あさの あつこ∥著 祥伝社

アレグロ・ラガッツァ あさの あつこ∥著 朝日新聞出版

放課後の厨房男子 秋川 滝美∥著 幻冬舎

ツタよ、ツタ 大島 真寿美∥著 実業之日本社

我ら荒野の七重奏(セプテット) 加納 朋子∥著 集英社

虚実(うそまこと)妖怪百物語 京極 夏彦∥著 KADOKAWA

虚実(うそまこと)妖怪百物語 京極 夏彦∥著 KADOKAWA

虚実(うそまこと)妖怪百物語 京極 夏彦∥著 KADOKAWA

すみなれたからだで 窪 美澄∥著 河出書房新社

老乱 久坂部 羊∥著 朝日新聞出版

継続捜査ゼミ 今野 敏∥著 講談社

みやこさわぎ 西條 奈加∥著 東京創元社

Mの暗号 柴田 哲孝∥著 祥伝社

脇坂副署長の長い一日 真保 裕一∥著 集英社

優しい街 新野 剛志∥著 双葉社

浮遊霊ブラジル 津村 記久子∥著 文藝春秋

メビウス1974 堂場 瞬一∥著 河出書房新社

恋のゴンドラ 東野 圭吾∥著 実業之日本社

校閲ガール トルネード 宮木 あや子∥著 KADOKAWA

夜行 森見 登美彦∥著 小学館

梅もどき 諸田 玲子∥著 KADOKAWA

犯罪小説集 吉田 修一∥著 KADOKAWA

なんでわざわざ中年体育 角田 光代∥著 文藝春秋

人は皆、土に還る 曽野 綾子∥著 祥伝社



見てる、知ってる、考えてる 中島 芭旺∥著 サンマーク出版

煽動者 ジェフリー　ディーヴァー∥著 文藝春秋

ジュリエット アリス　マンロー∥著 新潮社

珈琲店タレーランの事件簿 岡崎 琢磨∥著 宝島社

お断り 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所

運命に、似た恋 北川 悦吏子∥著 文藝春秋

水鏡推理 松岡 圭祐∥[著] 講談社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いつも怒っている人もうまく怒れない人も図解アンガーマネジメント 戸田 久実∥著 かんき出版

昭和のあの頃ぼくたちは小学生だった かねこ たかし∥[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン

北国に光を掲げた人々 北海道科学文化協会／編集 北海道科学文化協会

皇室 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

僕は頑固な子どもだった 日野原 重明∥著 ハルメク

るるぶ福井 JTBパブリッシング

るるぶ静岡 JTBパブリッシング

るるぶ愛媛 JTBパブリッシング

るるぶ鹿児島 JTBパブリッシング

るるぶ台湾 JTBパブリッシング

これが「日本の民主主義」! 池上 彰∥著 ホーム社

使用人たちが見たホワイトハウス ケイト　アンダーセン　ブラウワー∥著 光文社

地方創生大全 木下 斉∥著 東洋経済新報社

だから数字にダマされる 小林 直樹∥著 日経BP社

マタギ奇談 工藤 隆雄∥著 山と溪谷社

関東のジオパーク 目代 邦康∥編 古今書院

雪と氷の図鑑 武田 康男∥文　写真 草思社

現代の赤ひげ医療最前線の名医9人 現代書林特別取材班∥編著 現代書林

北海道建設業協会百年史 北海道建設業協会１００年史編集委員会／編集 北海道建設業協会

北海道の礎を創り、地域をまもり、未来を創る 北海道建設業将来ビジョン策定ワーキンググループ／著 北海道建設業協会

「地域とともに生きる」 北海道建設業協会

つくって楽しむわら工芸 瀧本 広子∥編 農山漁村文化協会

食べてやせる!低カロリーおかず400 主婦と生活社∥編 主婦と生活社

「留守番めし」の作りおき 牧野 直子∥著 文化学園文化出版局

世界で人気の和食 松村 眞由子∥著 池田書店



旬を楽しむ地魚料理の本 野村 祐三∥著 講談社

明日を探る北海道農業 二日市 壮∥著 国書刊行会

絵手紙エール 中島 袈裟幸∥著 誠文堂新光社

ベイビーステップ 勝木 光∥著 講談社

ちはやふる 末次 由紀∥著 講談社

ガンカンジャ フツー∥著 KADOKAWA

ガンカンジャ フツー∥著 KADOKAWA

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

僕の音楽キャリア全部話します 松任谷 正隆∥著 新潮社

レバンガ北海道公式ファンブック 北海道バスケットボールクラブ

全国市町村要覧 市町村要覧編集委員会∥編 第一法規

実用六法 加藤 晋介∥監修 成美堂出版

図説果物の大図鑑 日本果樹種苗協会∥監修 マイナビ出版

サッカーなら、どんな障がいも超えられる 江橋 よしのり∥著 講談社

思考の整理学 外山 滋比古∥著 筑摩書房



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

人がいじわるをする理由はなに? ドゥニ　カンブシュネ∥文 岩崎書店

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

トイレの自由研究 屎尿　下水研究会∥監修 フレーベル館

にっぽんのおかず 白央 篤司∥著 理論社

日本と世界の祭り 小学館

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

スーパービジュアル恐竜図鑑 [ジョン　ウッドワード∥著] 講談社

世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 さとう かよこ∥著 東京書店

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

鳥のくらし図鑑 おおたぐろ まり∥絵　文 偕成社

しずくちゃん ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

ハムスターのすてきなお仕事 あんびる やすこ∥著 岩崎書店

死神うどんカフェ1号店 石川 宏千花∥[著] 講談社

ぞくぞく村のにじ色ドラゴン 末吉 暁子∥作 あかね書房

なりたて中学生 ひこ　田中∥著 講談社

うめちゃんとたらこちゃん もとした いづみ∥作 講談社

アーサー王の世界 斉藤 洋∥作 静山社

グレッグのダメ日記 いちかばちか、やるしかないね! ジェフ　キニー∥作 ポプラ社

ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン マイケル　モーパーゴ∥作 徳間書店

ぐるぐるの図書室 工藤 純子∥著 講談社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

おいしくなーれ!きかんしゃルー わだ ことみ∥作 教育画劇

おおゆきくまちゃん シャーリー　パレントー∥ぶん 岩崎書店

かまくらレストラン 真珠 まりこ∥さく　え 教育画劇

きょうりゅうたちのいただきます ジェイン　ヨーレン∥文 小峰書店

キルトでつづるものがたり バーバラ　ハーカート∥文 さ・え・ら書房

ぐずりっこフンガくん 国松 エリカ∥作 小学館

ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん ローラ　カーラー∥ぶん 岩崎書店

とりかえっことりかえっこ ふくだ じゅんこ∥文　絵 大日本図書

どうぶつのあかちゃん サミ∥え 学研

どうぶつたちのクリスマスツリー ジャン　ウォール∥さく 好学社

はじめてのオーケストラ 佐渡 裕∥原作 小学館

パンダなりきりたいそう いりやま さとし∥作 講談社

パンタロンとケーキやさん キャサリン　ジャクソン∥さく 好学社

ほげちゃんとこいぬのペロ やぎ たみこ∥作 偕成社

ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子∥作 講談社

まめまめくん デヴィッド　カリ∥文 あすなろ書房
みつけてん ジョン　クラッセン∥作 クレヨンハウス
ゆきがふるまえに かじり みな子∥さく 偕成社
ワオコッコ よしなが こうたく∥作 小学館


