
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

扉のかたちをした闇 江國 香織∥著 小学館

天子蒙塵 浅田 次郎∥著 講談社

絶対正義 秋吉 理香子∥著 幻冬舎

回天の剣 天野 純希∥著 角川春樹事務所

珈琲屋の人々 池永 陽∥著 埼玉福祉会

珈琲屋の人々 池永 陽∥著 埼玉福祉会

痣 伊岡 瞬∥著 徳間書店

闇の平蔵 逢坂 剛∥著 文藝春秋

本バスめぐりん。 大崎 梢∥著 東京創元社

八丁堀育ち 風野 真知雄∥著 埼玉福祉会

浜の甚兵衛 熊谷 達也∥著 講談社

ヘッドライン 今野 敏∥著 埼玉福祉会

ヘッドライン 今野 敏∥著 埼玉福祉会

GOSICK 桜庭 一樹∥著 KADOKAWA

沈黙法廷 佐々木 譲∥著 新潮社

クラッシュマン 柴田 哲孝∥著 双葉社

よるのばけもの 住野 よる∥著 双葉社

恋糸ほぐし 田牧 大和∥著 実業之日本社

クローバーナイト 辻村 深月∥著 光文社

under the bridge 堂場 瞬一∥著 早川書房

うき世櫛 中島 要∥著 双葉社

セイレーンの懺悔 中山 七里∥著 小学館

i 西 加奈子∥著 ポプラ社

掟上今日子の旅行記 西尾 維新∥著 講談社

北海道新幹線殺人事件 西村 京太郎∥著 KADOKAWA

神仙の告白 仁木 英之∥著 新潮社



魚の棲む城 平岩 弓枝∥著 埼玉福祉会

魚の棲む城 平岩 弓枝∥著 埼玉福祉会

魚の棲む城 平岩 弓枝∥著 埼玉福祉会

大雪物語 藤田 宜永∥著 講談社

サーモン・キャッチャーthe Novel 道尾 秀介∥著 光文社

草花たちの静かな誓い 宮本 輝∥著 集英社

静かな雨 宮下 奈都∥著 文藝春秋

トコとミコ 山口 恵以子∥著 文藝春秋

ヤマンタカ 夢枕 獏∥著 KADOKAWA

喫煙室 : くつろぎの時間 文藝春秋企画出版部 編集制作 文藝春秋企画出版部

独女日記 藤堂 志津子∥著 幻冬舎

独女日記 藤堂 志津子∥著 幻冬舎

プレイバック レイモンド　チャンドラー∥著 早川書房

少しだけ、おともだち 朝倉 かすみ∥著 筑摩書房

付添い屋・六平太 金子 成人∥著 小学館

崖っぷち町役場 川崎 草志∥著 祥伝社

ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン 時雨沢 恵一∥[著] KADOKAWA



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

おかんメール 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

片づけHACKS! 小山 龍介∥著 東洋経済新報社

最高の結果を引き出す質問力 茂木 健一郎∥著 河出書房新社

ときめく縄文図鑑 譽田 亜紀子∥文 山と溪谷社

るるぶ青森 JTBパブリッシング

るるぶ千葉房総 JTBパブリッシング

るるぶ兵庫 JTBパブリッシング

るるぶ神戸 JTBパブリッシング

るるぶ南紀伊勢志摩 JTBパブリッシング

るるぶ岡山倉敷蒜山 JTBパブリッシング

スペイン 昭文社

るるぶハワイ JTBパブリッシング

争族図鑑 小川 実∥編 日本法令

経済用語図鑑 花岡 幸子∥著 WAVE出版

マイナス金利政策 岩田 一政∥編著 日本経済新聞出版社

ふるさと納税最強ガイド 金森 重樹∥監修 扶桑社

中学生・高校生の仕事ガイド 進路情報研究会∥編 桐書房

みんなのためのLGBTI人権宣言 国連人権高等弁務官事務所∥著 合同出版

いつかの夏 大崎 善生∥著 KADOKAWA

10分後にうんこが出ます 中西 敦士∥著 新潮社

わたしたちの「撮る教室」 小寺 卓矢∥著 学事出版

北海道教育大学札幌分校130周年記念誌 北海道教育大学札幌校創立百三十周年記念事業実行委員会／編 北海道教育大学札幌校創立百三十周年記念事業実行委員会

その叱り方、問題です! 菅原 ますみ∥著 主婦の友社

おまつり万歳! たかぎ なおこ∥著 文藝春秋

ワクワクドキドキ科学がはじまる 藤嶋 昭∥監修 学研プラス

北海道地質研究所報告 北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所 北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所



楽しい植物化石 土屋 香∥著 河出書房新社

サケの記憶 上田 宏∥著 東海大学出版部

腸科学 ジャスティン　ソネンバーグ∥著 早川書房

自分でできる!筋膜リリースパーフェクトガイド 竹井 仁∥著 自由国民社

下肢静脈瘤・むくみは自分で治せる! 岩井 武尚∥著 学研プラス

潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本 渡辺 守∥監修 講談社

不安のメカニズム クレア　ウィークス∥著 筑摩書房

子どもの危険な病気のサインがわかる本 松永 正訓∥著 講談社

<ひざの痛み>変形性膝関節症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

乳がん 山内 英子∥著 主婦の友社

薪ストーブ入門 地球丸

北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部地質研究所年報 北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所 北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所

アイスクリームのあゆみ 日本アイスクリーム協会

ブックカバーとノートカバーの作り方 えかた けい∥著 日貿出版社

かんたん手作り通園グッズ 増山 優子∥著 日東書院本社

はじめてのつるし飾りとちりめん細工 山口 信子∥著 日東書院本社

漬けるおかず ワタナベ マキ∥著 世界文化社

初女さんのお漬け物 佐藤 初女∥著 主婦の友社

12月31日でも作れるおせちと正月の簡単つくりおき 平岡 淳子∥[著] 枻出版社

スタンプみたいなアイスボックスクッキー 福本 美樹∥著 学研プラス

CHOCOLATE BAKE ムラヨシ マサユキ∥著 主婦と生活社

大人のほろ酔いスイーツ 若山 曜子∥著 産業編集センター

五〇年酒場へ行こう 大竹 聡∥著 新潮社

本当に正しい鳥獣害対策Q&A 江口 祐輔∥著 誠文堂新光社

図書館ねこベイカー&テイラー ジャン　ラウチ∥著 早川書房

終着駅巡礼 イカロス出版

義男の空 エアーダイブ∥制作 Dybooks

えんとつ町のプペル にしの あきひろ∥著 幻冬舎



十二支とかわいい動物たち 新宮 文明∥監修 滋慶出版/つちや書店

少年時代 高倉 健∥著 集英社

平成の北海道大相撲 宗像 哲也∥著 北海道新聞社

やさしい、いけばなの基本 竹中 麗湖∥著 世界文化社

ことわざ生活 あかいわ しゅうご∥文 草思社

ことわざ生活 あかいわ しゅうご∥文 草思社

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

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

今がわかる時代がわかる世界地図 成美堂出版編集部∥編集 成美堂出版



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あなのなかには… レベッカ　コッブ∥作　絵 フレーベル館

あかちゃんの木 ソフィー　ブラッコール∥さく 評論社

いとしの毛玉ちゃん 室井 滋∥作 金の星社

おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる!? トロル∥さく　え ポプラ社

おまるにぴょん、できるかな! サリー　ロイド=ジョーンズ∥ぶん 評論社

きりのなかのかくれんぼ A.トレッセルト∥文 復刊ドットコム

くろくまくんとしろくまくん 小林 ゆき子∥作　絵 フレーベル館

しちふくじん 立川 志の輔∥作 岩崎書店

すなばばば 鈴木 のりたけ∥作　絵 PHP研究所

すききらいなんてだいきらい 櫻井 敦子∥絵 少年写真新聞社

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

たまたまタヌキ 内田 麟太郎∥文 佼成出版社

チェリーひめのめいろだいぼうけん かとう ようこ∥作 絵 教育画劇

なつみはなんにでもなれる ヨシタケ シンスケ∥作　絵 PHP研究所

にょっ! ザ　キャビンカンパニー∥作 小学館

ノラネコぐんだん そらをとぶ 工藤 ノリコ∥著 白泉社

は・は・は せな けいこ∥さく　え 廣済堂あかつき

ピノキオ カルロ　コッローディ∥原作 金の星社

ふくはなにからできてるの? 佐藤 哲也∥文 福音館書店

北極の宝もの ダナ　スミス∥文 あすなろ書房

まよなかのせんろ 鎌田 歩∥著 アリス館

ゆきみちさんぽ えがしら みちこ∥作 講談社

わすれんぼうのサンタクロース 中川 ひろたか∥作 教育画劇

ハリー・ポッターと呪いの子 J.K.ローリング∥著 静山社

わたしはイザベル エイミー　ウィッティング∥作 岩波書店

少年弁護士セオの事件簿 ジョン　グリシャム∥作 岩崎書店



骨董通りの幽霊省 アレックス　シアラー∥著 竹書房

スマート キム　スレイター∥作 評論社

スピニー通りの秘密の絵 L.M.フィッツジェラルド∥著 あすなろ書房

バクのバンバン、町にきた ポリー　フェイバー∥作 徳間書店

クリスマスとよばれた男の子 マット　ヘイグ∥文 西村書店

スター・オブ・デルトラ エミリー　ロッダ∥著 KADOKAWA



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あなのなかには… レベッカ　コッブ∥作　絵 フレーベル館

あかちゃんの木 ソフィー　ブラッコール∥さく 評論社

いとしの毛玉ちゃん 室井 滋∥作 金の星社

おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる!? トロル∥さく　え ポプラ社

おまるにぴょん、できるかな! サリー　ロイド=ジョーンズ∥ぶん 評論社

きりのなかのかくれんぼ A.トレッセルト∥文 復刊ドットコム

くろくまくんとしろくまくん 小林 ゆき子∥作　絵 フレーベル館

しちふくじん 立川 志の輔∥作 岩崎書店

すなばばば 鈴木 のりたけ∥作　絵 PHP研究所

すききらいなんてだいきらい 櫻井 敦子∥絵 少年写真新聞社

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

たまたまタヌキ 内田 麟太郎∥文 佼成出版社

チェリーひめのめいろだいぼうけん かとう ようこ∥作 絵 教育画劇

なつみはなんにでもなれる ヨシタケ シンスケ∥作　絵 PHP研究所

にょっ! ザ　キャビンカンパニー∥作 小学館

ノラネコぐんだん そらをとぶ 工藤 ノリコ∥著 白泉社

は・は・は せな けいこ∥さく　え 廣済堂あかつき

ピノキオ カルロ　コッローディ∥原作 金の星社

ふくはなにからできてるの? 佐藤 哲也∥文 福音館書店

北極の宝もの ダナ　スミス∥文 あすなろ書房

まよなかのせんろ 鎌田 歩∥著 アリス館

ゆきみちさんぽ えがしら みちこ∥作 講談社

わすれんぼうのサンタクロース 中川 ひろたか∥作 教育画劇


