
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

遠縁の女 青山 文平∥著 文藝春秋

鎮憎師 石持 浅海∥著 光文社

ぼくの死体をよろしくたのむ 川上 弘美∥著 小学館

諦めない女 桂 望実∥著 光文社

夜の谷を行く 桐野 夏生∥著 文藝春秋

さようなら、お母さん 北里 紗月∥著 講談社

ライオン・ブルー 呉 勝浩∥著 KADOKAWA

北条早雲　［4］ 富樫 倫太郎∥著 中央公論新社

冬雷 遠田 潤子∥著 東京創元社

御徒の女 中島 要∥著 実業之日本社

西の魔女が死んだ 梨木 香歩∥[著] 新潮社

万次郎茶屋 中島 たい子∥著 光文社

ニャンニャンにゃんそろじー 有川 浩∥著 講談社

ひとめぼれ 畠中 恵∥著 文藝春秋

さらば愛しき魔法使い 東川 篤哉∥著 文藝春秋

レスキュードッグ・ストーリーズ 樋口 明雄∥著 山と溪谷社

北海タイムス物語 増田 俊也∥著 新潮社

慈雨 柚月 裕子∥著 集英社

まぬけなこよみ 津村 記久子∥著 平凡社

いのちの車窓から 星野 源∥著 KADOKAWA

渇きと偽り ジェイン　ハーパー∥著 早川書房

俳句の図書室 堀本 裕樹∥[著] KADOKAWA

生存者ゼロ 安生 正∥著 宝島社

闇の警視 阿木 慎太郎∥著 祥伝社

侵食捜査 安東 能明∥著 祥伝社

黒猫館の殺人 綾辻 行人∥[著] 講談社



闇の警視乱射 阿木 慎太郎∥著 祥伝社

最初に探偵が死んだ 蒼井 上鷹∥著 実業之日本社

仇敵 池井戸 潤∥[著] 講談社

扉は閉ざされたまま 石持 浅海∥著 祥伝社

記憶の果て　上 浦賀 和宏∥[著] 講談社

記憶の果て　下 浦賀 和宏∥[著] 講談社

冤罪死刑 緒川 怜∥[著] 講談社

Puzzle 恩田 陸∥著 祥伝社

発射痕 太田 蘭三∥著 祥伝社

付添い屋・六平太　［6］ 金子 成人∥著 小学館

石見銀山街道殺人事件 木谷 恭介∥著 祥伝社

逆風の街 今野 敏∥著 徳間書店

約束の森 沢木 冬吾∥[著] KADOKAWA

不死症(アンデッド) 周木 律∥著 実業之日本社

信義の雪 鈴木 英治∥[著] KADOKAWA

照柿　上 高村 薫∥[著] 講談社

照柿　下 高村 薫∥[著] 講談社

いなくなった私へ 辻堂 ゆめ∥著 宝島社

贈られた手 天童 荒太∥著 新潮社

幻世(まぼろよ)の祈り 天童 荒太∥著 新潮社

見えざる貌 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

完全殺人 西村 京太郎∥著 祥伝社

狙われた男 西村 京太郎∥著 祥伝社

ボクの妻と結婚してください。　［正］ 樋口 卓治∥[著] 講談社

最後のトリック 深水 黎一郎∥著 河出書房新社

貴族探偵 麻耶 雄嵩∥著 集英社

殺人鬼フジコの衝動 真梨 幸子∥著 徳間書店

考える葉 松本 清張∥著 光文社



特捜指令動機不明 南 英男∥著 祥伝社

最後の証人 柚月 裕子∥著 宝島社

第三の時効 横山 秀夫∥著 集英社

妖精鬼殺人事件 吉村 達也∥[著] 角川書店

氷血 吉川 英梨∥著 宝島社

冷い夏、熱い夏 吉村 昭∥著 新潮社

劇薬 渡辺 容子∥著 双葉社

下剋上受験 桜井 信一∥著 産経新聞出版

ガニメデの優しい巨人 ジェイムズ　P　ホーガン∥著 東京創元社

塞がれた声 アレックス　カーヴァ∥著 ハーレクイン

死層　上 パトリシア　コーンウェル∥[著] 講談社

死層　下 パトリシア　コーンウェル∥[著] 講談社

血霧　上 パトリシア　コーンウェル∥[著] 講談社

血霧　下 パトリシア　コーンウェル∥[著] 講談社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　2017年4月号 北海道新聞社

知りたい会いたい特徴がよくわかるコケ図鑑 藤井 久子∥著 家の光協会

北海道樹木図鑑 佐藤 孝夫∥著 亜璃西社

学校図書館のアイデア&テクニック 秋田 倫子∥著 少年写真新聞社

子どもが本をひらくとき 石井 桃子∥著 ブックグローブ社

おかんメール Ｆｉｎａｌ 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

大航海時代の日本人奴隷 ルシオ　デ　ソウザ∥著 中央公論新社

戦国の合戦と武将の絵事典 高橋 伸幸∥著 成美堂出版

あの人の宝物 大平 一枝∥著 誠文堂新光社

暗い時代の人々 森 まゆみ∥著 亜紀書房

進次郎メソッド 向谷 匡史∥著 双葉社

北海道道の駅ガイド　2017-18 紺谷 充彦∥著 北海道新聞社

北海道キャンプ場ガイド　17-18 亜璃西社∥編 亜璃西社

るるぶ山形　'18 JTBパブリッシング

るるぶ新潟佐渡　'18 JTBパブリッシング

るるぶ伊勢志摩　'18 JTBパブリッシング

図解による会社法・商法のしくみ 神田 将∥著 自由国民社

ヤバい決算書 長谷川 正人∥著 日本経済新聞出版社

孤独死大国 菅野 久美子∥著 双葉社

噓と絶望の生命科学 榎木 英介∥著 文藝春秋

化学で「透明人間」になれますか? 佐藤 健太郎∥著 光文社

スプーンと元素周期表 サム　キーン∥著 早川書房

天体写真の教科書 牛山 俊男∥著 誠文堂新光社

生物と無生物のあいだ 福岡 伸一∥著 講談社

熊が人を襲うとき 米田 一彦∥著 つり人社

すぐわかる内臓脂肪の減らし方 落合 敏∥監修 主婦の友社



下肢静脈瘤 保坂 純郎∥著 主婦の友社

痔の最新治療 平田 雅彦∥著 主婦の友社

大発見!南鳥島の巨大資源300兆円ビジネス 宝島社

おばあちゃまのチュニックワンピースベスト ブティック社

はじめてママでも作れるベビー服とこもの ブティック社

かぎ針で編む足袋ソックス&ぞうり アップルミンツ

ふっくらころころミニチュアこもの70 アップルミンツ

1日で完成!麻ひもバッグBEST SELECTION 辰巳出版

1週間で「やせグセ」がつく自己管理メソッド 久 優子∥著 宝島社

毎日使える!ラクうまごはん 高井 英克∥著 世界文化社

クックパッドのおいしい厳選!ご飯・丼ものレシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社

コウケンテツのおやつめし　２ コウ ケンテツ∥著 クレヨンハウス

型がなくても作れるデコレーションケーキ 森崎 繭香∥著 グラフィック社

日本茶の教科書 枻出版社

祖父母手帳 森戸 やすみ∥監修 日本文芸社

みきママのスーパー離乳食&パパごはん みきママ∥[著] 主婦の友社

四季の宿根草図鑑 荻原 範雄∥著 講談社

クレマチス 金子 明人∥著 NHK出版

一番よくわかる庭木の剪定 小池 英憲∥監修 新星出版社

狩猟入門 猪鹿庁∥監修 地球丸

接客用語辞典 尾形 圭子∥著 すばる舎

全国鉄道事情大研究　北海道篇 川島 令三∥著 草思社

ちはやふる　34 末次 由紀∥著 講談社

優駿の門　32 やまさき 拓味∥著 秋田書店

優駿の門　33 やまさき 拓味∥著 秋田書店

はじめての手作りアロマストーン 平山 りえ∥著 世界文化社

観るまえに読む大修館スポーツルール　2017 大修館書店編集部∥編集 大修館書店



部活で差がつく!勝つバレーボール上達のポイント60 小川 良樹∥監修 メイツ出版

生死を分ける、山の遭難回避術 羽根田 治∥著 誠文堂新光社

マジ文章書けないんだけど 前田 安正∥著 大和書房

武士道 新渡戸 稲造∥著岩波書店

日本人が知らない日本の戦争史 豊田 隆雄∥著彩図社

生命とは何か シュレーディンガー∥著岩波書店



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ルビィのぼうけん リンダ　リウカス∥作 翔泳社

10代のための仕事図鑑 大泉書店編集部∥編 大泉書店

日本と世界のくらし 野林 厚志∥監修 汐文社

火山のクライシス 金田 達也∥まんが 小学館

よくわかる病院 梶 葉子∥著 PHP研究所

知ってる?ソフトボール 齊藤 優季∥著 ベースボール・マガジン社

ケータイくんとフジワラさん 市川 宣子∥作 小学館

モンスター・ホテルでパトロール 柏葉 幸子∥作 小峰書店

うるうのもり 小林 賢太郎∥絵と文 講談社

5分後に戦慄のラスト エブリスタ∥編 河出書房新社

5分後に思わず涙。 桃戸 ハル∥編著 学研プラス

河童のユウタの冒険 斎藤 惇夫∥作 福音館書店

河童のユウタの冒険 斎藤 惇夫∥作 福音館書店

10分で読める大わらい落語 土門 トキオ∥文 学研プラス

香菜とななつの秘密 福田 隆浩∥著 講談社

まじょ子とプリンセスのキッチン 藤 真知子∥作 ポプラ社

あぐり☆サイエンスクラブ:春 堀米 薫∥作 新日本出版社

アーサー王の世界 斉藤 洋∥作 静山社

美女と野獣 エリザベス　ルドニック∥作 偕成社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

アームストロング トーベン　クールマン∥作 ブロンズ新社

うさぎのダンスタイム、はじまるよ! エリー　サンドル∥作 BL出版

エリック・カールのイソップものがたり イソップ∥[原作] 偕成社

おさるのこうすけ 武田 美穂∥作　絵 童心社

かさちゃんです。 とよた かずひこ∥さく　え 童心社

きょうはパーティーのひ 樋勝 朋巳∥文　絵 福音館書店

きょうはマラカスのひ 樋勝 朋巳∥文　絵 福音館書店

くすのきだんちのあめのひ 武鹿 悦子∥作 ひかりのくに

ちっちゃな木のおはなし ローレン　ロング∥さく 評論社

NEWウォーリーをさがせ! マーティン ハンドフォード∥作　絵 フレーベル館

にいちゃんのなみだスイッチ いとう みく∥文 アリス館

ねがえりごろん 斉藤 洋∥さく 講談社

ノラネコぐんだん あいうえお 工藤 ノリコ∥著 白泉社

のんびりジュゴン 松橋 利光∥文 写真 アリス館

ひとつずつ 八木田 宜子∥文 絵本塾出版

もりのとしょかん ふくざわ ゆみこ∥作　絵 学研プラス

リサとガスパールとうきょうへいく アン　グットマン∥ぶん ブロンズ新社

わんぱくだんのおかしなおかしや ゆきの ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド


