
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道俳句年鑑　２０１７年版 荒船  青嶺／編 北海道俳句協会

永久囚人 麻見 和史∥著 KADOKAWA

城をひとつ 伊東 潤∥著 新潮社

SCS　下 五十嵐 貴久∥著 光文社

芦田川 今井 絵美子∥著 KADOKAWA

茜の茶碗 上田 秀人∥著 徳間書店

クロカネの道 江上 剛∥著 PHP研究所

この噓がばれないうちに 川口 俊和∥著 サンマーク出版

鮪立の海 熊谷 達也∥著 文藝春秋

果鋭 黒川 博行∥著 幻冬舎

やめるときも、すこやかなるときも 窪 美澄∥著 集英社

大暴落 ガラ 幸田 真音∥著 中央公論新社

さなとりょう 谷 治宇∥著 太田出版

優しい水 日明 恩∥著 徳間書店

犬の報酬 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

秋山善吉工務店 中山 七里∥著 光文社

血縁 長岡 弘樹∥著 集英社

風のかたみ 葉室 麟∥著 朝日新聞出版

我らがパラダイス 林 真理子∥著 毎日新聞出版

青い服の女 平岩 弓枝∥著 文藝春秋

素敵な日本人 東野 圭吾∥著 光文社

出会いなおし 森 絵都∥著 文藝春秋

ガン入院オロオロ日記 東海林 さだお∥著 文藝春秋

時の名残り 津村 節子∥著 新潮社

下衆の極み 林 真理子∥著 文藝春秋

時間のないホテル ウィル　ワイルズ∥[著] 東京創元社



マリオネットの罠 赤川 次郎∥著 文芸春秋

イニシエーション・ラブ 乾 くるみ∥著 文藝春秋

警官の血　上巻 佐々木 譲∥著 新潮社

警官の血　下巻 佐々木 譲∥著 新潮社

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　６ 時雨沢 恵一∥[著] KADOKAWA

札幌駅殺人事件 西村 京太郎∥著 光文社

警官殺し 南 英男∥著 徳間書店

恐怖の骨格 森村 誠一∥著 祥伝社

殺人の花客 森村 誠一∥[著] 角川書店

顔 横山 秀夫∥著 徳間書店

星を継ぐもの ジェイムズ　P　ホーガン∥著 東京創元社

バルコニーの男 マイ　シューヴァル∥[著] KADOKAWA

福寿草　第２３集 様似町教育委員会 様似町教育委員会

福寿草　第２４集 様似町教育委員会 様似町教育委員会



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　２０１７年３月号 北海道新聞社

日本全国合成地名の事典 浅井 建爾∥著 東京堂出版

日本の統計　２０１７ 総務省統計局∥編集 日本統計協会

乳幼児おはなし会とわらべうた 落合 美知子∥著 児童図書館研究会

北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第２号 北海道博物館アイヌ民族文化研究センター／編 北海道博物館

こころの匙加減 高橋 幸枝∥著 飛鳥新社

北海道博物館研究紀要　第２号 北海道博物館／編 北海道博物館

樺太四〇年の歴史  四〇万人の故郷 原 暉之／編著 全国樺太連盟

受賞に輝く人々　平成二十八年度 北海道総務部人事局人事課／編 北海道

札幌人図鑑 福津 京子∥著 北海道新聞社

父と私 田中 眞紀子∥著 日刊工業新聞社

るるぶ札幌　'18 JTBパブリッシング

るるぶ会津磐梯福島　'18 JTBパブリッシング

るるぶ仙台松島宮城　'18 JTBパブリッシング

るるぶ東京　'18 JTBパブリッシング

るるぶ長野　[2017]最新版 JTBパブリッシング

るるぶ鳥取　'18 JTBパブリッシング

るるぶ香川高松琴平直島小豆島　'18 JTBパブリッシング

るるぶ北欧　[2017] JTBパブリッシング

るるぶクロアチア・スロヴェニア　[2017] JTBパブリッシング

会計検査のあらまし　平成28年 アイネット(印刷)

北の女性からのメッセージ　２０１６年度 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援室／編 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援室

超老人の壁 養老 孟司∥著 毎日新聞出版

家族に介護が必要な人がいます 西岡 修∥著 朝日新聞出版

取り残される日本の教育 尾木 直樹∥[著] 講談社

ブラック化する学校 前屋 毅∥著 青春出版社



おり紙マジックシアター 藤原 邦恭∥著 いかだ社

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑　２ 柴山 元彦∥著 創元社

最先端治療肺がん 国立がん研究センター中央病院呼吸器内科∥編著 法研

図解肺がんの最新治療と予防&生活対策 坪井 正博∥監修 日東書院本社

よくわかる肺がんQ&A 西日本がん研究機構∥編集 金原出版

名医が語る最新・最良の治療 肺がん 光冨 徹哉∥ほか著 法研

イラストでわかる胃がん・大腸がん 浦山 雅弘∥監修 法研

ゼロからわかる大腸がん 小野寺 久∥著 世界文化社

大腸がん 高橋 慶一∥監修 講談社

患者さんのための大腸癌治療ガイドライン　2014年版 大腸癌研究会∥編 金原出版

がん研有明病院の胃がん治療に向きあう食事 比企 直樹∥監修 女子栄養大学出版部

胃がん 比企 直樹∥著 主婦の友社

名医が語る最新・最良の治療 大腸がん 山口 茂樹∥ほか著 法研

すぐわかる脳出血・脳梗塞の防ぎ方 主婦の友社∥編 主婦の友社

女性のがん心のケア 大西 秀樹∥著 滋慶出版/土屋書店

わたしも、がんでした。 国立がん研究センターがん対策情報センター∥編 日経BP社

がんになったら手にとるガイド 国立がん研究センターがん対策情報センター∥編著 学研メディカル秀潤社

これからの乳房再建BOOK 岩平 佳子∥著 主婦の友インフォス情報社

「子宮がん」と言われたら… 瀧澤 憲∥著 保健同人社

乳がんと言われたら読む本 土井 卓子∥著 蕗書房

患者さんのための乳がん診療ガイドライン　2016年版 日本乳癌学会∥編 金原出版

がんに不安を感じたら読む本 本荘 そのこ∥著 光文社

乳がんと生きる 毎日新聞生活報道部∥著 毎日新聞出版

枕と寝具の科学 久保田 博南∥著 日刊工業新聞社

エネルギー早わかり 牧野 直子∥監修　データ作成 女子栄養大学出版部

死体格差 西尾 元∥著 双葉社

男の子にも女の子にも、作ってあげたい服 美濃羽 まゆみ∥著 日本ヴォーグ社

かわいい刺しゅう図案集 加藤 チエ∥著 アップオン



大人のMake Book 岡野 瑞恵∥著 ワニブックス

1食分糖質15g以下のやせおかず 村田 裕子∥料理　献立作成 成美堂出版

巻寿司のはなし 巻寿司のはなし編集委員会∥編 あじかん

はじめてでもおいしく作れる魚料理 笠原 将弘∥著 家の光協会

三陸わかめと昆布 婦人之友社編集部∥編 婦人之友社

世界の作りおき野菜 フレディー　ジャンセン∥著 エクスナレッジ

ミックスサラダ 中村 奈津子∥著 主婦と生活社

みんなのお弁当暮らし日記 SE編集部∥編 翔泳社

こねないで作れるバゲットと美味しいパン 藤田 千秋∥著 日東書院本社

赤ちゃんとママのための「朝までぐっすり睡眠プラン」 キャサリン　トビン∥著 大和書房

はじめてママ&パパのしつけと育脳 成田 奈緒子∥監修 主婦の友社

地域しごとづくりへの挑戦 地域しごと創生会議∥編 中央公論新社

家庭でできるおいしいブルーベリー栽培12か月 荻原 勲∥著 家の光協会

おいしい野菜づくり 北条 雅章∥監修 池田書店

はじめての北の家庭菜園 大宮 あゆみ∥著 北海道新聞社

日本一よくわかる北海道日本ハム強さの理由 岩本 勉∥著 プレジデント社

部活で差がつく!勝つ剣道上達のコツ60 所 正孝∥監修 メイツ出版



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

十五少年漂流記 ベルヌ∥作 集英社

教科書にのせたい!日本人じてん 岡澤 憲芙∥監修 彩流社

調べる学習子ども年鑑 朝日小学生新聞∥監修 岩崎書店

山梨県のひみつ 工藤  ケン／漫画 学研プラス

職場体験完全ガイド ポプラ社

大研究！きずなでつなぐ日本の儀式 野本  トロ／漫画 講談社ビーシー

さくら研究ノート 近田 文弘∥著 偕成社

正しく怖がる感染症 岡田 晴恵∥著 筑摩書房

巻寿司のひみつ おぎの  ひとし／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

まるごとにんじん 八田 尚子∥構成　文 絵本塾出版

しずくちゃん ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

知ってる?バドミントン 中口 直人∥著 ベースボール・マガジン社

漢検のひみつ アサミネ  鈴／漫画 学研プラス

あなたのとなりにある不思議 日本児童文学者協会∥編 ポプラ社

魔法の庭の宝石のたまご あんびる やすこ∥作　絵 ポプラ社

あなたのとなりにある不思議 日本児童文学者協会∥編 ポプラ社

こうえんのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社

大林くんへの手紙 せいの あつこ∥著 PHP研究所

おしりたんてい かいとうVSたんてい トロル∥さく　え ポプラ社

オバケとキツネの術くらべ 富安 陽子∥作 ひさかたチャイルド

どうぶつがっこうとくべつじゅぎょう トビイ ルツ∥作　絵 PHP研究所

キノコが生えた男の子 寮  美千子／文・編集 アイヌ文化振興・研究推進機構

宝島 R.L.スティーヴンソン∥作 学研プラス

たんけんクラブ シークレット・スリー ミルドレッド　マイリック∥ぶん 大日本図書

モアナと伝説の海 KADOKAWA

メリーメリーおとまりにでかける ジョーン　G.ロビンソン∥作　絵 岩波書店



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いろいろおてがみ えがしら みちこ∥作 小学館

海のなかのぞいた よしの ゆうすけ∥さく 福音館書店

うんどうかいがなんだ! きむら ゆういち∥さく 新日本出版社

きたきつねとしろふくろうたすけあう 手島 圭三郎∥絵　文 絵本塾出版

しっぽ沼 田羽多  勝／ぶん・え 財団法人  アイヌ文化振興  研究推進機構

しんごうきピコリ ザ　キャビンカンパニー∥作　絵 あかね書房

したじきくんとなかまたち 二宮 由紀子∥作 アリス館

すすめ!きゅうじょたい 竹下 文子∥文 金の星社

たべてみたい! いしい ひろし∥著 白泉社

だれかな?だれかな? とよた かずひこ∥著 アリス館

とのさま1ねんせい 長野 ヒデ子∥作　絵 あすなろ書房

ドームがたり アーサー　ビナード∥作 玉川大学出版部

ドンドン さくら せかい∥作　絵 PHP研究所

はるかぜさんぽ えがしら みちこ∥作 講談社

花まつりにいきたい あまん きみこ∥文 本願寺出版社

ぶんぶくちゃがま あかぎ かんこ∥ぶん 埼玉福祉会

ぼくとばく 鈴木 のりたけ∥作 小学館

ゆうかんな3びきとこわいこわいかいぶつ スティーブ　アントニー∥作　絵 徳間書店


