
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

異世界でカフェを開店しました。　１０ 甘沢 林檎∥[著] アルファポリス

さいとう市立さいとう高校野球部　［３］ あさの あつこ∥著 講談社

濱地健三郎の霊なる事件簿 有栖川 有栖∥著 KADOKAWA

絢爛たる奔流 岩井 三四二∥著 講談社

AX 伊坂 幸太郎∥著 KADOKAWA

MM 市川 拓司∥著 小学館

病弱探偵 岡崎 琢磨∥著 講談社

秋霧 大倉 崇裕∥著 祥伝社

月の満ち欠け 佐藤 正午∥著 岩波書店

真夏の雷管 佐々木 譲∥[著] 角川春樹事務所

家族のあしあと 椎名 誠∥著 集英社

暗闇のアリア 真保 裕一∥著 KADOKAWA

追想の探偵 月村 了衛∥著 双葉社

紅城奇譚 鳥飼 否宇∥著 講談社

ネタ元 堂場 瞬一∥著 講談社

ネメシスの使者 中山 七里∥著 文藝春秋

ニュータウンクロニクル 中澤 日菜子∥著 光文社

黄泉坂案内人　３条目 仁木 英之∥著 KADOKAWA

忍物語 西尾 維新∥著 講談社

決戦!関ケ原　２ 葉室 麟∥著 講談社

とるとだす 畠中 恵∥著 新潮社

ブロッケンの悪魔 樋口 明雄∥[著] 角川春樹事務所

祝言島 真梨 幸子∥著 小学館

江戸の出版王 鈴木 英治∥著 角川春樹事務所



≪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

十歳までに読んだ本 西 加奈子∥ほか著 ポプラ社

平取町立二風谷アイヌ文化博物館年報 ２０１５年度 平取町立二風谷アイヌ文化博物館／編 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

「プレイボール！  ―北海道と野球をめぐる物語―」ガイドブック  北海道博物館第３回特別展 北海道博物館／編 北海道博物館

それって、必要? 筆子∥著 KADOKAWA

レクイエム昭和 文藝春秋

皇室　第75号(平成29年夏号) 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

「東西蝦夷山川地理取調圖」を読む 尾崎 功∥著 北海道出版企画センター

るるぶ徳島鳴門祖谷渓　［2017］ JTBパブリッシング

「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代総理大臣　昭和・平成篇 竹内 正浩∥著 実業之日本社

会計検査事例１００選　平成２９年版 公会計研究協会／編 公会計研究協会

「わがまま」のつながり方 鎌田 實∥著 中央法規出版

小学校に入学後、3年間で親がやっておきたい子育て 小室 尚子∥著 総合法令出版

浦河アイヌ文化保存会の歩み 浦河アイヌ文化保存会／編集 浦河アイヌ文化保存会

歴メシ! 遠藤 雅司∥著 柏書房

いただきますの水族館 中村 元∥著 瀬戸内人

その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの見つけかた 松橋 利光∥著 大和書房

肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山 耕一郎∥著 飛鳥新社

希望のごはん クリコ∥著 日経BP社

けんせつのでんせつ 江口  知秀／著 東日本建設業保証

セルフリノベーションの教科書 坂田 夏水∥著 誠文堂新光社

北海道の建築家と家をつくる エイチエス

和えるおかず 坂田 阿希子∥著 世界文化社

漬け床で絶品おかず しらい のりこ∥[著] 家の光協会

パリ在住の料理人が教える誰でも失敗なくできるスイーツレシピ えもじょわ∥著 KADOKAWA

日本茶の図鑑 日本茶業中央会∥監修 マイナビ出版



北海道の菜園向け品種 安達 英人∥著 北海道協同組合通信社

散歩が楽しくなる樹の手帳 岩谷 美苗∥著 東京書籍

ルポどうなる?どうする?築地市場 永尾 俊彦∥著 岩波書店

手島圭三郎全仕事 「手島圭三郎全仕事」編集委員会∥編 絵本塾出版

指先の運動になるたのしい・かわいい折り紙手芸 岡田 郁子∥著 ブティック社

卓球ビギナーズバイブル 卓球王国∥まとめ 卓球王国

サマーセール　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

サマーセール　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



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ざんねんな偉人伝 真山 知幸∥著 学研プラス

世界に通じるマナーとコミュニケーション 横手 尚子∥著 岩波書店

ずかん海外を侵略する日本&世界の生き物 今泉 忠明∥監修 技術評論社

イルミネイチャー レイチェル　ウィリアムズ∥文 河出書房新社

生き物たちの冬ごし図鑑 動物 今泉 忠明∥監修 汐文社

からだ事件簿 坂井 建雄∥監修 ダイヤモンド社

はたらくくるま 小賀野 実∥写真　監修 ひかりのくに

みんなのうた絵本123曲 ブティック社

ちびまる子ちゃんの読書感想文教室 貝田 桃子∥著 集英社

幽霊屋敷のアイツ 川口 雅幸∥著 アルファポリス

見上げた空は青かった 小手鞠 るい∥著 講談社

恐怖コレクター 佐東 みどり∥作 KADOKAWA

オレンジ色の不思議 斉藤 洋∥作 静山社

あぐり☆サイエンスクラブ:夏 堀米 薫∥作 新日本出版社

おばけのたんけん 吉田 純子∥作 あかね書房

空で出会ったふしぎな人たち 斉藤 洋∥作 偕成社

5分後に思わず涙。 桃戸 ハル∥編著 学研プラス

リンちゃんとネネコさん 森山 京∥作 講談社

ボトルクリーク絶体絶命 ワット　キー∥著 あすなろ書房

メアリと魔女の花 メアリー　スチュアート∥原作 KADOKAWA

ジュディ・モードのビッグな夏休み メーガン　マクドナルド∥作 小峰書店

戦火の三匹 ミーガン　リクス∥作 徳間書店



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

うるしー ロロン∥作 ディスカヴァー・トゥエンティワン

エルマーとクジラ デビッド　マッキー∥ぶんとえ BL出版

おべんとうばこのなかから 中川 ひろたか∥文 世界文化社

おつきみバス 藤本 ともひこ∥作　絵 鈴木出版

おやすみおやすみみんなおやすみ かのう かりん∥作　絵 金の星社

こらっ、どろぼう! ヘザー　テカヴェク∥さく きじとら出版

ぱんつさいこう! ジャレッド　チャップマン∥さく ほるぷ出版

ボンネットの下をのぞいてみれば… エスター　ポーター∥文 六耀社

まねきねこだ!! 高畠 那生∥[作] 好学社

まけるのもだいじだよにじいろのさかな マーカス　フィスター∥作 講談社

ゆびさしな～に? とよた かずひこ∥著 アリス館

妖怪美術館 広瀬 克也∥作 絵本館


