
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

居酒屋ぼったくり　7 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

居酒屋ぼったくり　8 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

波濤の城 五十嵐 貴久∥著 祥伝社

戦の国 冲方 丁∥著 講談社

覆面作家 大沢 在昌∥著 講談社

キラキラ共和国 小川 糸∥著 幻冬舎

ヴェネツィア便り 北村 薫∥著 新潮社

ミステリークロック 貴志 祐介∥著 KADOKAWA

鶏小説集 坂木 司∥著 KADOKAWA

酒が仇と思えども 中島 要∥著 祥伝社

ナックルな三人 ねじめ 正一∥著 文藝春秋

たゆたえども沈まず 原田 マハ∥著 幻冬舎

西郷どん!　上 林 真理子∥著 KADOKAWA

西郷どん!　中 林 真理子∥著 KADOKAWA

西郷どん!　下 林 真理子∥著 KADOKAWA

ふたご 藤崎 彩織∥著 文藝春秋

オペレーションZ 真山 仁∥著 新潮社

武者始め 宮本 昌孝∥著 祥伝社

僕はロボットごしの君に恋をする 山田 悠介∥著 河出書房新社

毒母ですが、なにか 山口 恵以子∥著 新潮社

盤上の向日葵 柚月 裕子∥著 中央公論新社

エクスプロード 結城 充考∥著 祥伝社

吹上奇譚　第１話 吉本 ばなな∥著 幻冬舎

孤独のすすめ 五木 寛之∥著 中央公論新社

月夜の散歩 角田 光代∥著 オレンジページ

スティール・キス ジェフリー　ディーヴァー∥著 文藝春秋

噓の木 フランシス　ハーディング∥著 東京創元社

悪漢刑事(わるデカ)、再び 安達 瑤∥著 祥伝社



限界捜査 安東 能明∥著 祥伝社

ジュリエットの悲鳴 有栖川 有栖∥著 実業之日本社

眩暈 東 直己∥著 角川春樹事務所

脱獄山脈 太田 蘭三∥著 祥伝社

冬蛾 柴田 哲孝∥著 祥伝社

遮断 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

讐雨 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

南紀オーシャンアロー号の謎 西村 京太郎∥著 双葉社

伊勢路(ルート)殺人事件 西村 京太郎∥著 徳間書店

十津川警部特急「雷鳥」蘇る殺意 西村 京太郎∥著 徳間書店

殺人症候群 貫井 徳郎∥著 双葉社

白馬山荘殺人事件 東野 圭吾∥著 光文社

黒の回廊 松本 清張∥著 光文社

歪んだ複写 松本 清張∥著 新潮社

毒殺 南 英男∥著 祥伝社

暴露 南 英男∥著 光文社

裏金(ブラックマネー) 南 英男∥著 文芸社

密告者 南 英男∥著 祥伝社

警視庁特命遊撃班 南 英男∥著 祥伝社

孤狼の血 柚月 裕子∥[著] KADOKAWA

若草物語 オルコット∥著 光文社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　2017年9月号 北海道新聞社

平成２９年度  インターンシップ研修収録 北海道浦河高等学校

様似山道 様似町教育委員会／編集 様似町教育委員会

正しい本の読み方 橋爪 大三郎∥著 講談社

魔法の杖 ジョージア　サバス∥著 夜間飛行

20代の生き方で人生は9割決まる! 金川 顕教∥著 かんき出版

これで金持ちになれなければ、一生貧乏でいるしかない。 金川 顕教∥著 ポプラ社

人生はワンダフル! 金川顕教&モコと愉快な仲間たち∥著 サンライズパブリッシング

皇室 第76号 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

松浦武四郎北の大地に立つ 合田 一道∥著 北海道出版企画センター

決定版北海道の温泉まるごとガイド　2018-19 小野寺 淳子∥著 北海道新聞社

るるぶ名古屋　’18 JTBパブリッシング

ドイツ　［2017］ 昭文社

資本主義の終焉 デヴィッド　ハーヴェイ∥著 作品社

だから、居場所が欲しかった。 水谷 竹秀∥著 集英社

すごい効率化 金川 顕教∥著 KADOKAWA

地方に生きる若者たち 石井 まこと∥編 旬報社

母親に、死んで欲しい NHKスペシャル取材班∥著 新潮社

身の丈にあった勉強法 菅 広文∥著 幻冬舎

不都合な真実　2 アル　ゴア∥著 実業之日本社

日本の地下で何が起きているのか 鎌田 浩毅∥著 岩波書店

ボクが逆さに生きる理由(わけ) 中島 宏章∥著 ナツメ社

「ぜんそく」のことがよくわかる本 松瀬 厚人∥監修 講談社

お口の育て方 竹内 敬輔∥著 光文社

容器包装リサイクル20年のあゆみ 日本容器包装リサイクル協会∥編集 日本容器包装リサイクル協会

脱!SNSのトラブル 佐藤 佳弘∥編著 武蔵野大学出版会



うまい日本酒をつくる人たち 増田 晶文∥著 草思社

ネックから編む一年中のかぎ針あみ 日本ヴォーグ社

服部幸應の知っておいしいだし事典 服部栄養専門学校∥監修 実業之日本社

おうちフレンチ 三國 清三∥著 ナツメ社

ぜんぶ簡単どんぶり きじま りゅうた∥著 世界文化社

フライパンリゾット 若山 曜子∥著 主婦と生活社

365日のクッキー 高石 紀子∥著 主婦と生活社

実践事例でわかる獣害対策の新提案 農業共済新聞∥編 家の光協会

かんきつ類 三輪 正幸∥著 NHK出版

ブドウ 望岡 亮介∥著 NHK出版

まるごとわかるイチゴ 西澤 隆∥著 誠文堂新光社

育てたい花がたくさん見つかる図鑑1000 主婦の友社∥編 主婦の友社

日航123便墜落の新事実 青山 透子∥著 河出書房新社

誰も語らなかったジブリを語ろう 押井 守∥著 東京ニュース通信社

革命のファンファーレ 西野 亮廣∥著 幻冬舎

オータムセール  ２０１７　第１日目　第２日目 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

オータムセール  ２０１７　第３日目 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

10歳の質問箱　続 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会∥編 小学館

いくらかな?社会がみえるねだんのはなし　3 藤田 千枝∥編 大月書店

鉱物・宝石のひみつ 松原 聰∥監修 岩崎書店

キウイフルーツのひみつ おがた たかはる∥漫画 学研プラスメディアビジネス部コンテンツ営業室

いやし犬まるこ 輔老 心∥著 岩崎書店

サケが帰ってきた! 奥山 文弥∥著 小学館

薬が届くまで  ここが知りたい！ くろにゃこ。／まんが 株式会社文藝春秋企画出版部

オリンピック・パラリンピック大百科　別巻 日本オリンピック　アカデミー∥監修 小峰書店

きいて!うたって!おぼえよう!えいごのうた付属ＣＤ・ＤＶＤ アレン玉井光江∥監修 主婦の友社

きいて!うたって!おぼえよう!えいごのうた アレン玉井光江∥監修 主婦の友社

つくえの下のとおい国 石井 睦美∥著 講談社

5分後に禁断のラスト エブリスタ∥編 河出書房新社

一〇五度 佐藤 まどか∥著 あすなろ書房

あぐり☆サイエンスクラブ:秋と冬、その先に 堀米 薫∥作 新日本出版社

とうふやのかんこちゃん 吉田 道子∥文 福音館書店

フォックスクラフト　２ インバリ　イセーレス∥著 静山社

ビーおばさんとおでかけ ダイアナ　ウィン　ジョーンズ∥作 徳間書店



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あれあれだあれ? 中川 ひろたか∥文 ひかりのくに

あの坂へいそげ 三浦 浩∥文 文芸社

いそげ!きゅうきゅうしゃ 竹下 文子∥作 偕成社

オニのサラリーマン しゅっちょうはつらいよ 富安 陽子∥文 福音館書店

おじいちゃん 梅田 俊作∥作　絵 ポプラ社

おててかいじゅうつみきのまちへ 真珠 まりこ∥作　絵 PHP研究所

おさるのジョージほんやさんへいく M.レイ∥原作 岩波書店

おんなじおんなじももんちゃん とよた かずひこ∥さく　え 童心社

カランポーのオオカミ王 ウィリアム　グリル∥作 岩波書店

がちょうのたんじょうび 新美 南吉∥作 金の星社

クリスマストレインしゅっぱつ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所

こねてのばして ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社

とてもとてもサーカスなフロラ ジャック　センダック∥文 集英社

にこにこ  げんきのおまじない やなせスタジオ／作画 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

にこにこ  げんきのおまじない やなせスタジオ／作画 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤 ノリコ∥著 白泉社

ＰＯＷＥＲ  ＯＦ  ＬＩＦＥ～縁～ ［一般社団法人  滝川青年会議所］

パンダおやこたいそう いりやま さとし∥作 講談社

ビークル ダン　サンタット∥作 ほるぷ出版

ぼくのおとうとは機械の鼻 土畠 智幸∥原案 稲生会

ぼくのおおきさ 殿内 真帆∥作　絵 フレーベル館

ママはしらないの? ふくだ いわお∥作 光村教育図書


