
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道立文学館年報　平成27年度 北海道文学館 北海道文学館

北の文学　2016 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

こころ菌 久保 克児∥著 春秋社

不発弾 相場 英雄∥著 新潮社

居酒屋ぼったくり　6 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

人間じゃない 綾辻 行人∥著 講談社

SCS　上 五十嵐 貴久∥著 光文社

なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國 香織∥[著] 角川春樹事務所

終りなき夜に生れつく 恩田 陸∥著 文藝春秋

失われた地図 恩田 陸∥著 KADOKAWA

北斎まんだら 梶 よう子∥著 講談社

隠す 大崎 梢∥著 文藝春秋

密室本能寺の変 風野 真知雄∥著 祥伝社

回帰 今野 敏∥著 幻冬舎

罪の声 塩田 武士∥著 講談社

柳生三代の鬼謀 鳥羽 亮∥著 徳間書店

木足の猿 戸南 浩平∥著 光文社

バラ色の未来 真山 仁∥著 光文社

ついに、来た? 群 ようこ∥著 幻冬舎

騎士団長殺し　第1部 村上 春樹∥著 新潮社

騎士団長殺し　第2部 村上 春樹∥著 新潮社

今ひとたびの、和泉式部 諸田 玲子∥著 集英社

毎日っていいな 吉本 ばなな∥著 毎日新聞出版

まいにちを味わう 吉沢 久子∥著 あさ出版

こびとが打ち上げた小さなボール チョ セヒ∥著 河出書房新社

ソードアート・オンライン　19 川原 礫∥[著] KADOKAWA



心霊探偵八雲 神永 学∥[著] KADOKAWA

水鏡推理　6 松岡 圭祐∥[著] 講談社

氷菓 米澤 穂信∥[著] KADOKAWA



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

日本史年表・地図 児玉 幸多∥編 吉川弘文館

デジタル・タトゥー 河瀬 季∥著 自由国民社

これからはじめるパワーポイントの本 門脇 香奈子∥著 技術評論社

これからはじめるワード&エクセルの本 門脇 香奈子∥著 技術評論社

イタカンロー　第２０回 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

抜萃のつゞり　その76 熊平製作所

日本史は「嫉妬」でほぼ説明がつく 加来 耕三∥著 方丈社

北海道の文化　89号 北海道の文化編集委員会／編 北海道文化財保護協会

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

るるぶ北海道　''18 JTBパブリッシング

るるぶ鎌倉　''18 JTBパブリッシング

るるぶ山梨　''18 JTBパブリッシング

るるぶ高知四万十　''18 JTBパブリッシング

るるぶシンガポール　''18 JTBパブリッシング

東日本大震災海上保安庁の闘い : 写真集 海上保安新聞 編 海上保安協会

これならわかる<スッキリ図解>障害年金 松山 純子∥著 翔泳社

これで安心!親が70過ぎたら必ず備える40のこと 本田 桂子∥著 技術評論社

へき地教育研究　第71号(2016) 阿部  美穂子  ほか 北海道教育大学学校・地域教育研究支援センターへき地教育研究支援部門

びらとり　57号 平取町教育活動事業実行委員会文集「びらとり」編集部会／編集 平取町教育委員会

山ぶどう　61号 新冠町ｷｮｳｲｸｹﾝｷｭｳｷｮｳｷﾞｶｲ

しおさい　第11号 新ひだか町教育研究協議会  国語部会／編 新ひだか町教育研究協議会

日本の祭り　平成二十八～二十九年版 ＮＰＯ日本の祭りネットワーク／監修 ゆめディア

日本のインテリジェンス工作 山本 武利∥著 新曜社

シュレディンガーの猫 アダム　ハート=デイヴィス∥著 創元社

落ち葉の下の小さな生き物ハンドブック 皆越 ようせい∥著 文一総合出版



原寸で楽しむ美しい貝図鑑&採集ガイド 池田 等∥著 実業之日本社

愛しのオクトパス サイ　モンゴメリー∥著 亜紀書房

昆虫のすごい瞬間図鑑 石井 誠∥著 誠文堂新光社

肩こりにさよなら! 竹井 仁∥著 自由国民社

忘れんぼさんへのマナー ジョアン　サウアーズ∥著 扶桑社

よくわかる境界性パーソナリティ障害 林 直樹∥監修 主婦の友社

子どもの身長ぐんぐんメソッド 佐藤 詩子∥監修 主婦の友社

変形性ひざ関節症 八木 貴史∥著 主婦の友社

ウルトラ図解乳がん 齊藤 光江∥監修 法研

子宮がん・卵巣がん 宇津木 久仁子∥監修 講談社

たばこはそんなに悪いのか 喫煙文化研究会∥著 ワック

ずぼらヨガ 崎田 ミナ∥著 飛鳥新社

老いるほど血管が強くなる健康法 南 和友∥著 アチーブメント出版

ユニバーサルトイレ 老田 智美∥著 彰国社

北海道環境白書　'’１６ 環境生活部環境局環境政策課／編集 北海道

電子工作の職人技 高瀬 和則∥著 技術評論社

かわいいかぎ針編み刺しゅう糸で編むあみぐるみ&着せ替え アップルミンツ

ズパゲッティでざくざく編むおしゃれバッグと小物 主婦と生活社

はじめてでもファスナーつけがちゃんとできるバッグとウエアの本 野木 陽子∥著 日本文芸社

300万人に支持されたオレンジページnetのBESTおかず オレンジページ

糖質オフのかんたん!やせるレシピ 牧田 善二∥著 新星出版社

dancyu日本一の肉レシピ プレジデント社

糖質オフだから毎日食べてもふとらないお菓子 石澤 清美∥著 主婦の友社

いちごのお菓子 若山 曜子∥著 マイナビ出版

育脳まとめ。 主婦の友社∥編 主婦の友社

猫づくし日本史 武光 誠∥著 河出書房新社

無印良品THE BEST 宝島社

ベイビーステップ　42 勝木 光∥著 講談社



ベイビーステップ　43 勝木 光∥著 講談社

ふんばれ、がんばれ、ギランバレー! たむら あやこ∥著 講談社

クラフトバンドで作るかわいいかごとバッグ ゆめひもフレンドシップ∥[編] アップルミンツ

母親力 森 昌子∥著 SBクリエイティブ

野村万蔵の狂言へござれ 野村 万蔵∥著 淡交社

やさしい落語 柳家 花緑∥監修 朝日新聞出版

北海道コンサドーレ札幌オフィシャル・ガイドブック　2017 北海道新聞社∥編著 北海道新聞社

日本フィギュアスケートの軌跡 宇都宮 直子∥著 中央公論新社

よくわかるはじめての川釣り 大山 俊治∥著 金園社

これからはじめる人のための楽しい乗馬ビジュアルテキスト ジョー　バード∥著 緑書房

3フレーズでOK!メール・SNSの英会話 デイビッド　セイン∥著 青春出版社

アポイの森と海とのつながり 佐藤  冬樹／編集 国立大学法人北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション

アポイ岳の高山植物と山草 高橋  誼 アポイ岳ファンクラブ

本当は怖ろしい韓国の歴史 豊田 隆雄∥著 彩図社

子供の死を祈る親たち 押川 剛∥著 新潮社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

学校で知っておきたい著作権　3 小寺 信良∥著 汐文社

あそびのおうさまずかん　うみ 学研プラス

宗教ってなんだろう? 島薗 進∥著 平凡社

辞書びきえほん世界地図 陰山 英男∥監修 ひかりのくに

発見!体験!工夫がいっぱい!ユニバーサルデザイン 川内 美彦∥監修 学研プラス

アクティブ・ラーニング　学習発表編 西岡 加名恵∥監修 PHP研究所

アクティブ・ラーニング　調べ学習篇 西岡 加名恵∥監修 PHP研究所

地球探検 ジェン　グリーン∥ぶん 大日本絵画

なぜ?どうして?生きもののふしぎな一生 今泉 忠明∥監修 ナツメ社

さがして海ハカセ　1 小林 安雅∥文　写真 偕成社

さがして海ハカセ　2 小林 安雅∥文　写真 偕成社

さがして海ハカセ　3 小林 安雅∥文　写真 偕成社

サファリ動物探検 バーバラ　テイラー∥ぶん 大日本絵画

きれいですごい魚 赤木 かん子∥文 パイインターナショナル

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　1 中村 征夫∥写真 新日本出版社

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　2 中村 征夫∥写真 新日本出版社

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　3 中村 征夫∥写真 新日本出版社

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　4 中村 征夫∥写真 新日本出版社

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　5 中村 征夫∥写真 新日本出版社

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　6 中村 征夫∥写真 新日本出版社

魚・水の生物のふしぎ 井田 齊∥監修 ポプラ社

サメ探検 マイケル　ブライト∥ぶん 大日本絵画

ジェネリックのひみつ 吉野  恵美子／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

環境 枝廣 淳子∥監修 ポプラ社

日本の水産業 小松 正之∥監修 ポプラ社

守ろう・育てよう日本の水産業　1 坂本 一男∥監修 岩崎書店



守ろう・育てよう日本の水産業　2 坂本 一男∥監修 岩崎書店

守ろう・育てよう日本の水産業　3 坂本 一男∥監修 岩崎書店

守ろう・育てよう日本の水産業　4 坂本 一男∥監修 岩崎書店

守ろう・育てよう日本の水産業　5 坂本 一男∥監修 岩崎書店

ディズニー全キャラクター大事典 M.L.ダンハム∥文 講談社

水の森の秘密 岡田 淳∥作 理論社

おばけ遊園地は大さわぎ 柏葉 幸子∥作 ポプラ社

あひるの手紙 朽木 祥∥作 佼成出版社

未来への扉 小林 深雪∥[著] 講談社

僕は上手にしゃべれない 椎野 直弥∥著 ポプラ社

マーサとリーサ　3 たかおか ゆみこ∥作　絵 岩崎書店

ネコの家庭教師 南部 和也∥さく 福音館書店

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　7 廣嶋 玲子∥作 偕成社

笑い猫の5分間怪談　10 那須田 淳∥責任編集　作 KADOKAWA

ロッタちゃんのひっこし リンドグレーン／作 偕成社

ロッタちゃんのひっこし リンドグレーン／作 偕成社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

生きる 谷川 俊太郎∥詩 福音館書店

オセアノ号、海へ! アヌック　ボワロベール∥さく アノニマ・スタジオ

おもちゃのかたづけできるかな 深見 春夫∥さく　え 岩崎書店

おはよう、はたらくくるまたち シェリー　ダスキー　リンカー∥文 ひさかたチャイルド

オーシャン キャロル　カウフマン∥ぶん 大日本絵画

カレー地獄旅行 ひげラク商店∥さく　え パイインターナショナル

がっこうだってどきどきしてる アダム　レックス∥文 WAVE出版

きょうりゅうたちがけんかした ジェイン　ヨーレン∥文 小峰書店

サファリ キャロル　カウフマン∥ぶん 大日本絵画

しょうらいの夢 あべ  やすし/文 旭川医科大学病院  緩和ケア診療部  医師  阿部泰之

ともだちのひっこし 宮野 聡子∥[作] PHP研究所

ながいながい骨の旅 松田 素子∥文 講談社

ナマケモノのいる森で アヌック　ボワロベール∥しかけ アノニマ・スタジオ

ハッピーイースター ヨシエ∥さく　え くもん出版

ひげひげわたりひげ 酒巻 恵∥作 あかね書房

ひとつぼし 菊田 まりこ∥著 学研プラス

ペンギンかぞくのおひっこし 刀根 里衣∥絵　文 小学館

ぼくのあかいボール イブ　スパング　オルセン∥作 BL出版

ぼくのもものき 広野 多珂子∥文　絵 福音館書店

ぼくの草のなまえ 長尾 玲子∥さく 福音館書店

まさかおさかな フェイ　ロビンソン∥文 BL出版

水のぼうけん マルコム　ローズ∥ぶん 大日本絵画

わたしだけのものがたり パメラ　ザガレンスキー∥作　絵 フレーベル館


