
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

薫風ただなか あさの あつこ∥著 KADOKAWA

悪寒 伊岡 瞬∥著 集英社

あなたならどうする 井上 荒野∥著 文藝春秋

スノウ・エンジェル 河合 莞爾∥著 祥伝社

変幻 今野 敏∥著 講談社

敵討ちか主殺しか 佐藤 雅美∥著 講談社

怪盗桐山の藤兵衛の正体 佐藤 雅美∥著 文藝春秋

腐れ梅 澤田 瞳子∥著 集英社

煌(きらり) 志川 節子∥著 徳間書店

政略結婚 高殿 円∥著 KADOKAWA

婚活探偵 大門 剛明∥著 双葉社

1934年の地図 堂場 瞬一∥著 実業之日本社

あなたの隣にいる孤独 樋口 有介∥著 文藝春秋

火竜の山 樋口 明雄∥著 新潮社

蒼のファンファーレ 古内 一絵∥著 小学館

dele 本多 孝好∥著 KADOKAWA

パーマネント神喜劇 万城目 学∥著 新潮社

宮辻薬東宮 宮部 みゆき∥著 講談社

深海の寓話 森村 誠一∥著 KADOKAWA

ジョン・マン　６ 山本 一力∥著 講談社

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原 理恵子∥著 KADOKAWA

母ではなくて、親になる 山崎 ナオコーラ∥著 河出書房新社

真夜中のパン屋さん　［６］ 大沼 紀子∥[著] ポプラ社

隠密味見方同心　８ 風野 真知雄∥[著] 講談社

付添い屋・六平太　［７］ 金子 成人∥著 小学館

付添い屋・六平太　［８］ 金子 成人∥著 小学館

プラージュ 誉田 哲也∥[著] 幻冬舎



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　２０１７年６月号 北海道新聞社

防衛ハンドブック　平成２９年版 朝雲新聞社出版業務部∥編著 朝雲新聞社

環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書　平成２９年版 環境省総合環境政策局環境計画課∥編集 日経印刷

ぐるぐる♡博物館 三浦 しをん∥著 実業之日本社

財布はいますぐ捨てなさい 金川 顕教∥著 サンライズパブリッシング

島百景  写真でたどる奥尻町史 奥尻町／編 奥尻町

大遺言 永 拓実∥著 小学館

いつも笑顔で 海老名 香葉子∥著 新日本出版社

車中泊コースガイド北海道一周&ベストルート 地球丸

るるぶ栃木 '18 JTBパブリッシング

るるぶ大阪 '18 JTBパブリッシング

アイヌ史新聞年表 河野  本道／編 國學院短期大学コミュニティカレッジセンター

アイヌ史新聞年表 河野  本道／編 國學院短期大学コミュニティカレッジセンター

警察手帳 古野 まほろ∥著 新潮社

すぐに役立つ入門図解民法<債権法>大改正 木島 康雄∥監修 三修社

戦争する国のつくり方 海渡 雄一∥編著 彩流社

経済ニュースの「なぜ?」を読み解く11の転換点 田村 賢司∥著 日経BP社

水を石油に変える人 山本 一生∥著 文藝春秋

シンデレラの謎 浜本 隆志∥著 河出書房新社

拉致と日本人 蓮池 透∥著 岩波書店

星空の見方がわかる本 縣 秀彦∥著 学研プラス

三つの石で地球がわかる 藤岡 換太郎∥著 講談社

カラスと人の巣づくり協定 後藤 三千代∥著 築地書館

世界一まじめなおしっこ研究所 金子 大輔∥著 保育社

性別に違和感がある子どもたち 康 純∥編著 合同出版

死体鑑定医の告白 上野 正彦∥著 東京書籍



フェイスブック マイク　ホフリンガー∥著 TAC株式会社出版事業部

地質のプロが教える街の中で見つかる「すごい石」 西本 昌司∥著 日本実業出版社

作るのカンタン平らなワンコ服12か月 ピポン∥著 文化学園文化出版局

札幌乙女ごはん。  Vol.2 松本 あやか∥著 Dybooks

シニアの簡単!おいしい!老けない献立 武蔵 裕子∥著 成美堂出版

「銀座鮨青木」主人のやさしく教えるすしのきほん 青木 利勝∥著 世界文化社

ヨーグルトの冷たいお菓子と焼き菓子 若山 曜子∥著 世界文化社

住まいの老い支度 阿部 絢子∥著 講談社

北海道農業・農村の動向 平成２８年度 農政部農政課／編 北海道

北海道農業・農村統計表　平成２８年度 農政部農政課／編 北海道

飼い主のための犬種図鑑ベスト185 藤原 尚太郎∥[著] 主婦の友社

北海道森林づくり白書　平成２８年度 北海道水産林務部総務課林務企画グループ／編 北海道

北海道水産業・漁村のすがた　２０１７ 北海道水産林務部総務課水産企画グループ／編 北海道

Ｅｓｐｏｉｒ 三村  伸／写真 リーブル出版

木でつくる小さな食器 渡邊 浩幸∥著 河出書房新社

ダンボールで作れるかわいいキッズ家具&おもちゃ 山田 素子∥監修 ブティック社

落合博満アドバイス 落合 博満∥著 ダイヤモンド社

セレクションセール　２０１７ 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部

ブックメーカー投資入門 金川 顕教∥著 秀和システム

「あて字」の日本語史 田島 優∥著 風媒社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

本当に怖い話MAX∞地獄絵巻 室秋 沙耶美∥監修 新星出版社

いくらかな?社会がみえるねだんのはなし　1 藤田 千枝∥編 大月書店

これを知らずに働けますか? 竹信 三恵子∥著 筑摩書房

なりきり!YouTuber実験小学生 左巻 健男∥監修 学研プラス

はまべでひろったよ ひさかたチャイルド

こんにちはふたごのカワウソあかちゃん 横山 亜未∥文 学研プラス

よくわかるネット依存 遠藤 美季∥監修 PHP研究所

警備と安全ここが知りたい！ 名古屋  裕／まんが 株式会社文藝春秋企画出版部

インターネット広告のひみつ 鳥飼  規世／漫画 学研プラス

超カンタン!トリック工作BOOK 杉原 厚吉∥監修 主婦と生活社

知ってる?テニス 竹内 映二∥著 ベースボール・マガジン社

いちばんわかりやすいこども囲碁教室 誠文堂新光社∥編 誠文堂新光社

おさるのよる いとう ひろし∥作　絵 講談社

靴屋のタスケさん 角野 栄子∥作 偕成社

こうちゃんとぼく くすのき しげのり∥作 講談社

りすのきょうだいとふしぎなたね 小手鞠 るい∥作 金の星社

ホテルやまのなか小学校 小松原 宏子∥作 PHP研究所

かいけつゾロリのかいていたんけん 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社

花あかりともして 服部 千春∥作 出版ワークス

5秒後に意外な結末 桃戸 ハル∥編著 学研プラス

笑い猫の5分間怪談　11 那須田 淳∥責任編集　作 KADOKAWA

アーサー王と黄金のドラゴン メアリー　ポープ　オズボーン∥著 KADOKAWA

ボイジャーズ8　1 D.J.マクヘイル∥著 KADOKAWA



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あめのひ サム　アッシャー∥作　絵 徳間書店

いちにちじごく ふくべ あきひろ∥さく PHP研究所

オニのきもだめし 岡田 よしたか∥作 小学館

おともだちできた? 恩田 陸∥さく 講談社

おさかなちゃんのできた! ヒド　ファン　ヘネヒテン∥作　絵 学研プラス

かわうそ3きょうだいとらのまき あべ 弘士∥作 小峰書店

この本をかくして マーガレット　ワイルド∥文 岩崎書店

ごめんなさい サトシン∥さく ポプラ社

しっぱいなんかこわくない! アンドレア　ベイティー∥作 絵本塾出版

タコめし つきおか ようた∥著 白泉社

どうぶつたちがねむるとき イジー　ドヴォジャーク∥作 偕成社

7つの世界で大ぼうけん! ジーマク　ビュッヒェル∥作 KADOKAWA

夏がきた 羽尻 利門∥作 あすなろ書房

ねむれないおうさま ベンジャミン　エルキン∥原作 瑞雲舎

ねぼすけふくろうちゃん マーカス　フィスター∥作 講談社

ネコのなまえは 枡野 浩一∥ぶん 絵本館

ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤 ノリコ∥著 白泉社

はなくそにんじゃ よしむら あきこ∥作　絵　デザイン 教育画劇

へんしんテスト あきやま ただし∥作　絵 金の星社

ぽつぽつぽつだいじょうぶ? しもかわら ゆみ∥作 講談社

見つけておぼえる!さがし絵タウン道路標識 永井 もりいち∥絵 汐文社


