
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

シルバー川柳　7 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社

末ながく、お幸せに あさの あつこ∥著 小学館

死神と道連れ 赤川 次郎∥著 集英社

マツリカ・マトリョシカ 相沢 沙呼∥著 KADOKAWA

ジャパン・トリップ 岩城 けい∥著 KADOKAWA

ヒストリア 池上 永一∥著 KADOKAWA

ディレクターズ・カット 歌野 晶午∥著 幻冬舎

オーバーロードの街 神林 長平∥著 朝日新聞出版

院長選挙 久坂部 羊∥著 幻冬舎

ソロ 笹本 稜平∥著 祥伝社

冤罪犯 翔田 寛∥著 KADOKAWA

騙し絵の牙 塩田 武士∥著 KADOKAWA

狐と韃 朱川 湊人∥著 光文社

君が夏を走らせる 瀬尾 まいこ∥著 新潮社

移植医たち 谷村 志穂∥著 新潮社

ランニング・ワイルド 堂場 瞬一∥著 文藝春秋

ゴースト 中島 京子∥著 朝日新聞出版

無敵の二人 中村 航∥著 文藝春秋

ワルツを踊ろう 中山 七里∥著 幻冬舎

R帝国 中村 文則∥著 中央公論新社

銀河の通信所 長野 まゆみ∥著 河出書房新社

国士 楡 周平∥著 祥伝社

むーさんの自転車 ねじめ 正一∥著 中央公論新社

雁にあらねど 蜂谷 涼∥著 柏艪舎

神の涙 馳 星周∥著 実業之日本社

地獄の犬たち 深町 秋生∥著 KADOKAWA

オリンピックがやってきた 堀川 アサコ∥著 KADOKAWA

つぼみ 宮下 奈都∥著 光文社



この世の春　上 宮部 みゆき∥著 新潮社

この世の春　下 宮部 みゆき∥著 新潮社

風神雷神　雷の章 柳 広司∥著 講談社

風神雷神　風の章 柳 広司∥著 講談社

淳子のてっぺん 唯川 恵∥著 幻冬舎

さらさら流る 柚木 麻子∥著 双葉社

美女は飽きない 林 真理子∥著 マガジンハウス

人生の旅をゆく　3 吉本 ばなな∥著 NHK出版

悩むなら、旅に出よ。 伊集院 静∥著 小学館

霧の島のかがり火 メアリー　スチュアート∥著 論創社

おじいさんに聞いた話 トーン　テレヘン∥著 新潮社

弟は僕のヒーロー ジャコモ　マッツァリオール∥著 小学館

ダンケルク ジョシュア　レヴィーン∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン

道-MEN アサウラ∥[著] 集英社

前夜 上田 秀人∥[著] 講談社

声なき蟬　上 佐伯 泰英∥著 双葉社

声なき蟬　下 佐伯 泰英∥著 双葉社

嫁入り 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所

特捜本部 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

ズッコケ中年三人組　［2］ 那須 正幹∥[著] ポプラ社

≪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

北海道専修学校各種学校進学ガイド　2018 北海道私立専修学校各種学校連合会 北海道私立専修学校各種学校連合会

住民基本台帳人口要覧　平成29年版１ 国土地理協会

住民基本台帳人口要覧　平成29年版２ 国土地理協会

なるほど図解著作権法のしくみ 奥田 百子∥著 中央経済社



アイヌ民族：歴史と現在〈改訂版〉 第７版 アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ民族：歴史と現在〈改訂版〉　第７版 アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

アイヌ民族：歴史と現在〈改訂版〉　第８版 アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

風の電話 佐々木 格∥著 風間書房

赤ちゃんのしあわせ名前事典　2017-2018年版 牧野 恭仁雄∥監修 主婦の友社

人生の最期に笑う人泣く人 佐藤 康行∥著 日新報道

満月の法則 佐藤 康行∥著 サンマーク出版

北門の功労者 寿々方／著 江戸がたり

北国に光を掲げた人々　35 北海道科学文化協会／編集 北海道科学文化協会

西郷どんとよばれた男 原口 泉∥著 NHK出版

新冠百話 新冠町郷土資料館／編 新冠町教育委員会

るるぶメキシコ　［2017］ JTBパブリッシング

警視庁生きものがかり 福原 秀一郎∥著 講談社

民法<財産法>のしくみ 木島 康雄∥監修 三修社

6時だよ全員退社! 田中 健彦∥著 日本経済新聞出版社

「もしも」に役立つ!おやこで防災力アップ 今泉 マユ子∥著 清流出版

命を守る水害読本 命を守る水害読本編集委員会∥編著 毎日新聞出版

「いじめ・自殺事件」の深層を考える 増田 修治∥著 本の泉社

絵本で楽しく!幼児と小学生のための英語 木戸 美幸∥編著 大阪教育図書

くらしの昭和史 小泉 和子∥著 朝日新聞出版

男と女の台所 大平 一枝∥文　写真 平凡社

図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻 健男∥編著 明日香出版社

海水の疑問50 上ノ山 周∥編著 成山堂書店

NATURE FIX自然が最高の脳をつくる フローレンス　ウィリアムズ∥著 NHK出版

統合失調症 春日 武彦∥監修 主婦の友社

子どもの脳を傷つける親たち 友田 明美∥著 NHK出版

前立腺がん 頴川 晋∥監修 講談社

助産師になるには 加納 尚美∥編著 ぺりかん社



栄養素図鑑と食べ方テク 中村 丁次∥監修 朝日新聞出版

それでも原発が必要な理由(わけ) 櫻井 よしこ∥著 ワック
≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いくらかな?社会がみえるねだんのはなし　2 藤田 千枝∥編 大月書店

みんなの防災えほん 山村 武彦∥監修 PHP研究所

カレーの教科書 石倉 ヒロユキ∥編集 岩崎書店

アイスクリームが溶けてしまう前に 小沢健二と日米恐怖学会∥[著] 福音館書店

「あかつき」一番星のなぞにせまれ! 山下 美樹∥文 文溪堂

調べる!47都道府県　2017年改訂版 こどもくらぶ∥編 同友館

犬がおうちにやってきた! 井原 亮∥監修 学研プラス

ねこがおうちにやってきた! 山本 宗伸∥監修 学研プラス

珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向 健一∥著 ポプラ社

動物のおりがみ 川畑 文昭∥著 誠文堂新光社

「逆上がり」だってできる!魔法のことばオノマトペ 藤野 良孝∥著 青春出版社

知ってる?空手道 町田 直和∥著 ベースボール・マガジン社

話し方ひとつでキミは変わる 福田 健∥著 PHP研究所

わたしの苦手なあの子 朝比奈 蓉子∥作 ポプラ社

幽霊ランナー 岡田 潤∥作 金の星社

竜が呼んだ娘 やみ倉の竜 柏葉 幸子∥作 朝日学生新聞社

涙倉の夢 柏葉 幸子∥作 講談社

おばけのアッチ ドララちゃんとドララちゃん 角野 栄子∥さく ポプラ社

おしりたんてい いせきからのSOS トロル∥さく　え ポプラ社

理科準備室のヴィーナス 戸森 しるこ∥著 講談社

妖怪一家のハロウィン 富安 陽子∥作 理論社

10分で読めるこわ～い落語 土門 トキオ∥文 学研プラス

恋する熱気球 梨屋 アリエ∥著 講談社

わすれんぼっち 橋口 さゆ希∥作 PHP研究所



ファニー13歳の指揮官 ファニー　ベン=アミ∥[著] 岩波書店

わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー　ブルベイカー　ブラッドリー∥作 評論社
≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ハロウィンのかぼちゃ ますい さちみ∥脚本 童心社

あやしい妖怪はかせ 小森 香折∥文 アリス館

あいたくなっちまったよ きむら ゆういち∥作 ポプラ社

あそぶ! ジェズ　オールバラ∥作　絵 徳間書店

いっぽんのせんとマヌエル マリア　ホセ　フェラーダ∥文 偕成社

うるさいアパート マック　バーネット∥文 あすなろ書房

おにぎりのひみつ かとう まふみ∥作　絵 フレーベル館

おやさいめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所

おしりのねっこ 林 なつこ∥作　絵 教育画劇

きみはライオン! ユ テウン∥作 絵 偕成社

きょうふのおばけにんじん アーロン　レイノルズ∥作 学研プラス

くろくんとちいさいしろくん なかや みわ∥さく　え 童心社

ぐるぐるまわろうぐるぐるでんしゃ 間瀬 なおかた∥作　絵 ひさかたチャイルド

こんやはてまきずし 五味 ヒロミ∥作 岩崎書店

コアラアラアラやってきて おおなり 修司∥文 絵本館

サンカクさん マック　バーネット∥文 クレヨンハウス

シンデレラが語るシンデレラ 柴田 ケイコ∥絵 高陵社書店

スープになりました 彦坂 有紀∥作 講談社

そらの100かいだてのいえ いわい としお∥[作] 偕成社

だいぶつさまのうんどうかい 苅田 澄子∥ぶん アリス館

地球を旅する水のはなし 大西 健夫∥文 福音館書店

天女かあさん ペク ヒナ∥作 ブロンズ新社

てをつなぐ 鈴木 まもる∥作 金の星社

ドン・キホーテ ミゲル　デ　セルバンテス∥原作 講談社



新冠百話絵本 新冠町教育委員会／編 新冠町教育委員会

ねずみくんといたずらビムくん なかえ よしを∥作 ポプラ社

はじめてずかんのりものな～に? 永岡書店編集部∥編 永岡書店

ふしぎなのりものずかん 斉藤 洋∥作 講談社

ブタのドーナツやさん 谷口 智則∥作 小学館

ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子∥作 講談社

みんな生きている 中川 ひろたか∥文 小学館

みなみへ ダニエル　ダンカン∥さく 評論社

モノレールのたび みねお みつ∥さく 福音館書店

もしきみが月だったら ローラ　パーディ　サラス∥文 光村教育図書

ようかいでんしゃ ナカオ マサトシ∥さく ポプラ社

ロケット発射場の一日 いわた 慎二郎∥作　絵 講談社


