
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ハッチとマーロウ 青山 七恵∥著 小学館

悪左府の女 伊東 潤∥著 文藝春秋

家康の遠き道 岩井 三四二∥著 光文社

孤道 内田 康夫∥著 毎日新聞出版

花しぐれ 梶 よう子∥著 集英社

デンジャラス 桐野 夏生∥著 中央公論新社

アンカー 今野 敏∥著 集英社

危険領域 笹本 稜平∥著 徳間書店

猫の傀儡 西條 奈加∥著 光文社

果てしのない世界め 少年アヤ∥著 平凡社

止まり木ブルース　2016 塩崎 利雄∥著 UMAJIN

わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本 理生∥著 幻冬舎

父 辻 仁成∥著 集英社

かがみの孤城 辻村 深月∥著 ポプラ社

ドクター・デスの遺産 中山 七里∥著 KADOKAWA

掟上今日子の裏表紙 西尾 維新∥著 講談社

最果ての街 西村 健∥[著] 角川春樹事務所

ぷろぼの 楡 周平∥著 文藝春秋

宿命と真実の炎 貫井 徳郎∥著 幻冬舎

アノニム 原田 マハ∥著 KADOKAWA

奇跡の人 原田 マハ∥著 双葉社

白い標的 樋口 明雄∥[著] 角川春樹事務所

僕が殺した人と僕を殺した人 東山 彰良∥著 文藝春秋

自閉症のうた 東田 直樹∥著 KADOKAWA

武曲(むこく)　2 藤沢 周∥著 文藝春秋

女系の教科書 藤田 宜永∥著 講談社



いつの日か伝説になる 藤本 ひとみ∥著 講談社

平家物語 犬王の巻 古川 日出男∥著 河出書房新社

劇場 又吉 直樹∥著 新潮社

満月の泥枕 道尾 秀介∥著 毎日新聞出版

エーゲ海に強がりな月が 楊 逸∥著 潮出版社

ファイアスターター 結城 充考∥著 祥伝社

ピエロがいる街 横関 大∥著 講談社

それでもこの世は悪くなかった 佐藤 愛子∥著 文藝春秋

大放言 百田 尚樹∥著 新潮社

鋼のメンタル 百田 尚樹∥著 新潮社

北海道でがんとともに生きる 大島 寿美子∥編 寿郎社

人間の分際 曽野 綾子∥著 幻冬舎

アキラとあきら 池井戸 潤∥著 徳間書店

家電の神様 江上 剛∥[著] 講談社

東京すみっこごはん　[２] 成田 名璃子∥著 光文社

星がひとつほしいとの祈り 原田 マハ∥著 実業之日本社

探偵の探偵　4 松岡 圭祐∥[著] 講談社

ここはボツコニアン　1 宮部 みゆき∥著 集英社

祟り婿 輪渡 颯介∥[著] 講談社

怪物はささやく シヴォーン　ダウド∥原案 東京創元社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版 ２０１７年５月号 北海道新聞社

北海道博物館要覧 ２０１５ 北海道博物館／編集 北海道博物館

あなたのその「忘れもの」コレで防げます 芳賀 繁∥著 NHK出版

「いつも誰かに振り回される」が一瞬で変わる方法 大嶋 信頼∥著 すばる舎

九十九怪談 木原 浩勝∥著 KADOKAWA

宗谷詰合山崎半蔵日誌 山崎  半蔵／著 吉原  裕／札幌

応仁の乱 呉座 勇一∥著 中央公論新社

二重虹 村岸 愚石∥著 朝日新聞出版(発売)

ほっかいどう山楽紀行 坂口 一弘∥著 共同文化社

「北海道遺産」読本 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

るるぶ熊本阿蘇天草’18 JTBパブリッシング

るるぶ香港マカオ’18 JTBパブリッシング

シンガポール　’18 昭文社

るるぶバリ島　’17 JTBパブリッシング

るるぶフィンランド　[2017] JTBパブリッシング

るるぶニューヨーク　[2017] JTBパブリッシング

一刀両断 櫻井 よしこ∥著 新潮社

日本中枢の狂謀 古賀 茂明∥著 講談社

中高生からの選挙入門 谷 隆一∥著 ぺりかん社

イランカラプテ アイヌ民族を知っていますか? 秋辺 日出男∥著 明石書店

われらの北方領土　２０１６年版 外務省

すぐに役立つ売却、賃貸、民泊、税金対策まで入門図解実家の空き家をめぐる法律問題と対策実践マニュアル 服部 真和∥監修 三修社

お金の悪魔 H.M.エンツェンスベルガー∥著 晶文社

有期労働契約の無期転換がわかる本 岡田 良則∥著 自由国民社

今日からはじめるライフプラン 地域社会ライフプラン協会

超図解認知症介護 米山 淑子∥監修 朝日新聞出版



ある日うっかりPTA 杉江 松恋∥著 KADOKAWA

新潟発！農業体験学習で子どもの心と頭を耕す 「アグリ・スタディ・プログラム」実践集編集委員会／編 新潟市

Ｈｅｉｖａ  Ｉ  ＴＡＨＩＴＩ  ２０１３ ＭＡＴＡｒｅｖａ

ぜったい成功する!はじめての学会発表 西澤 幹雄∥著 化学同人

先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか! 小林 朋道∥著 築地書館

ネガティブ・ケイパビリティ答えの出ない事態に耐える力 帚木 蓬生∥著 朝日新聞出版

よくわかる統合失調症 白石 弘巳∥監修 主婦の友社

がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事 神尾 哲男∥著 幻冬舎

北海道の病院 2017 北海道新聞社

虹色のチョーク 小松 成美∥著 幻冬舎

「凛とした魅力」がすべてを変える ジェニファー　L.スコット∥著 大和書房

ときをためる暮らし つばた 英子∥著 自然食通信社

ふたりからひとり つばた 英子∥著 自然食通信社

ひでこさんのたからもの。 つばた 英子∥著 主婦と生活社

あしたも、こはるびより。 つばた 英子∥著 主婦と生活社

わが家のお金を、整える 主婦と生活社

一番わかりやすいきもののお手入れ&お直し 世界文化社

直線で作れて素敵に見えるきものリフォーム ハルメク編集部∥編 ハルメク

小倉ゆき子のビーズ刺しゅうの基礎 小倉 ゆき子∥著 マガジンランド

刺し子のふきん 主婦と生活社

バランスごはん 有元 葉子∥著 東京書籍

すぐできるからね!レシピ100 オレンジページ

子どもと食べたい常備菜入門 菅野 のな∥[著] 辰巳出版

フライパン1つで100レシピ 高木 ハツ江∥著 NHK出版

3分からはじめる料理 福田 淳子∥[著] 枻出版社

クックパッドmeg526の料理上手になる黄金比タレ meg526∥[著] 宝島社

野菜だし イチカワ ヨウスケ∥著 主婦と生活社

肉サラダ 堤 人美∥著 グラフィック社



山料理 小雀 陣二∥著 山と溪谷社

あたらしくておいしい和のおかし 黒岩 典子∥著 世界文化社

今日も手作りおやつをひとつ。 菅野 のな∥著 朝日新聞出版

ヨチヨチ父 ヨシタケ シンスケ∥著 赤ちゃんとママ社

最新年齢ごとに「見てわかる!」幼児食新百科mini ベネッセコーポレーション

はじめてのスワッグ 岡本 典子∥著 文化学園文化出版局

北海道ガーデン完全ガイド 大泉 省吾∥写真 世界文化社

ハムスター 大野 瑞絵∥著 誠文堂新光社

マルカン大食堂の奇跡 北山 公路∥著 双葉社

るるぶレゴランド JTBパブリッシング

ベイビーステップ　４４ 勝木 光∥著 講談社

ドミトリーともきんす 高野 文子∥著 中央公論新社

マンガ日本の古典　１ 中央公論社

マンガ日本の古典　2 中央公論社

マンガ日本の古典　3 中央公論社

マンガ日本の古典　4 中央公論社

マンガ日本の古典　5 中央公論社

マンガ日本の古典　6 中央公論社

マンガ日本の古典　7 中央公論社

マンガ日本の古典　8 中央公論社

マンガ日本の古典　9 中央公論社

マンガ日本の古典　10 中央公論社

マンガ日本の古典　11 中央公論社

マンガ日本の古典　12 中央公論社

マンガ日本の古典　13 中央公論社

マンガ日本の古典　15 中央公論社

マンガ日本の古典　16 中央公論社

マンガ日本の古典　17 中央公論社



マンガ日本の古典　18 中央公論社

マンガ日本の古典　19 中央公論社

マンガ日本の古典　20 中央公論社

マンガ日本の古典　21 中央公論社

マンガ日本の古典　22 中央公論社

マンガ日本の古典　23 中央公論社

マンガ日本の古典　24 中央公論社

マンガ日本の古典　25 中央公論社

マンガ日本の古典　26 中央公論社

マンガ日本の古典　27 中央公論社

マンガ日本の古典　28 中央公論社

マンガ日本の古典　29 中央公論社

マンガ日本の古典　30 中央公論社

マンガ日本の古典　31 中央公論社

マンガ日本の古典　32 中央公論社

紙バンドを結んで作るずっと持ちたいかご 古木 明美∥著 日本ヴォーグ社

ダウン・ザ・ライン錦織圭 錦織 圭∥言 朝日新聞出版

40歳から劇的にスコアを伸ばすゴルフの組み立て方 深堀 圭一郎∥著 ベストセラーズ

オノマトペの謎 窪薗 晴夫∥編 岩波書店

アイヌ語浦河方言語彙集 高橋  靖以／編著 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

これを英語で言いたかった! 箱田 勝良∥著 IBCパブリッシング

歴史のくずかご 半藤 一利∥著 文藝春秋

千の風になったあなたへ贈る手紙　第３章 新井 満∥監修 朝日新聞出版

お薬事典 郷 龍一∥執筆 ユーキャン学び出版



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

高校図書館デイズ 成田 康子∥著 筑摩書房

金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原 瑞人∥監修 すばる舎

現代用語の基礎知識学習版 現代用語検定協会∥監修 自由国民社

広岡浅子 原口 泉∥監修 小学館

よくわかる消防・救急 坂口 隆夫∥監修 PHP研究所

よくわかる薬物依存 阿部 和穂∥著 PHP研究所

小学生のかっこいい!!自由研究 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

ワクワク!かわいい!自由研究大じてん 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

世界恐竜発見地図 ヒサ クニヒコ∥絵　文 岩崎書店

イチゴ 赤木 かん子∥作 新樹社

ざんねんないきもの事典 今泉 忠明∥監修 高橋書店

好きなものだけ食べてなぜ悪い? 可野 倫子∥著 芽ばえ社

土石流のチカラ 佐藤 丈晴∥著 吉備人出版

水素社会のここが知りたい！ みずな  ともみ／まんが 株式会社文藝春秋企画出版部

知ってる?サッカー 大槻 邦雄∥著 ベースボール・マガジン社

知ってる?ラグビー 仲西 拓∥著 ベースボール・マガジン社

釣りにいこうよ! 加藤 康一∥著 講談社ビーシー
一冊で差がつく!将棋上達のコツ50 屋敷 伸之∥監修 メイツ出版
ピンクのドラゴンをさがしています あんびる やすこ∥著 岩崎書店
黒魔女さんが通る!! 石崎 洋司∥作 講談社
おばけやさん おかべ りか∥作 偕成社
キキとジジ 角野 栄子∥作 福音館書店
時の鐘 十一谷 朋代∥著 未知谷
いつも100てん!?おばけえんぴつ むらい かよ∥著 ポプラ社
給食室の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社
炎に恋した少女 ジェニー　ヴァレンタイン∥作 小学館
調べようごみと資源 大角 修∥文 小峰書店



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いぬのロケットのやくに立つ英単語 タッド　ヒルズ∥作 新日本出版社

お化けのおもてなし 川端 誠∥作 BL出版

おねしょちゃんとなおったね 宮野 聡子∥作　絵 教育画劇

およげ!いぬやまくん きむら ゆういち∥さく 新日本出版社

おたすけこびとのにちようび なかがわ ちひろ∥文 徳間書店

かさじおやぶんいっけんらくちゃく! 苅田 澄子∥作 小学館

かたつむりくん かとう まふみ∥作 風濤社

金剛山のトラ クォン ジョンセン∥再話 福音館書店

このあいだになにがあった? 佐藤 雅彦∥作 福音館書店

そらまめくんのはらっぱあそび なかや みわ∥さく 小学館

たなばたにょうぼう 常光 徹∥文 童心社

だじゃれ世界一周 長谷川 義史∥作 理論社

ちゅうちゅうたこかいな 新井 洋行∥作 講談社

つまんないつまんない ヨシタケ シンスケ∥著 白泉社

なんでもできる!? 五味 太郎∥[作] 偕成社

ねぇ、しってる? かさい しんぺい∥作 岩崎書店

ねこのたまたま 倉本 美津留∥さく 好学社

ばけばけばけばけばけたくん 岩田 明子∥ぶん　え 大日本図書

パリのエマ クレール　フロッサール∥文　絵 福音館書店

ヒルダさんと3びきのこざる クェンティン　ブレイク∥文 徳間書店

皮ふの下をのぞいてみれば… カレン　ラッチャナ　ケニー∥文 六耀社

ピピはいっとうしょう! ヒド　ファン　ヘネヒテン∥文　絵 パイインターナショナル

ぼくのイスなのに! ロス　コリンズ∥作　絵 PHP研究所

モリくんのあめふりぴーまんカー かんべ あやこ∥作 くもん出版

桃太郎が語る桃太郎 岡村 優太∥絵 高陵社書店


