
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

新ひだか文芸　第12号 竹田  雄三／編 新ひだか文芸刊行委員会

おもかげ 浅田 次郎∥著 毎日新聞出版

はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤 たかみ∥著 文藝春秋

奔流恐るるにたらず 逢坂 剛∥著 講談社

ぼくせん 木村 忠啓∥著 朝日新聞出版

道標 今野 敏∥[著] 角川春樹事務所

異形のものたち 小池 真理子∥著 KADOKAWA

銀杏手ならい 西條 奈加∥著 祥伝社

火定 澤田 瞳子∥著 PHP研究所

Dの遺言 柴田 哲孝∥著 祥伝社

駐在日記 小路 幸也∥著 中央公論新社

白磁海岸 高樹 のぶ子∥著 小学館

逆さに吊るされた男 田口 ランディ∥著 河出書房新社

荒海を渡る鉄の舟 鳥羽 亮∥著 双葉社

逃亡刑事 中山 七里∥著 PHP研究所

デッド・オア・アライブ 楡 周平∥著 光文社

ノーマンズランド 誉田 哲也∥著 光文社

迷い家 山吹 静吽∥著 KADOKAWA

ありがとうのかんづめ 俵 万智∥[著] 小学館

北の空と雲と 椎名 誠∥写真と文 PHP研究所

ファング一家の奇想天外な謎めいた生活 ケヴィン　ウィルソン∥著 西村書店

探偵はBARにいる3 東 直己∥原作 早川書房

私のことはほっといてください 北大路 公子∥著 PHP研究所



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　2017年10月号 北海道新聞社

北海道新聞縮刷版　2017年１１月号 北海道新聞社

現代用語の基礎知識　2018 自由国民社∥編集 自由国民社

撮ってはいけない 飯野 たから∥著 自由国民社

ギネス世界記録 2018 クレイグ　グレンディ∥編 角川アスキー総合研究所

ぶらりあるき北海道の博物館 中村 浩∥著 芙蓉書房出版

図説イスラム教の歴史 菊地 達也∥編著 河出書房新社

深田久弥と北海道の山 高澤 光雄∥著 白山書房

るるぶ茨城 '18 JTBパブリッシング

るるぶ静岡 '18 JTBパブリッシング

るるぶドバイ [2017] JTBパブリッシング

世界権力者図鑑 2018 中田 安彦∥著 ビジネス社

弁護士はBARにいる 前岨 博∥著 イースト・プレス

最新刑法のしくみ 木島 康雄∥監修 三修社

石つぶて 清武 英利∥著 講談社

ジャンプ! 赤池 鎮∥著 サンライズパブリッシング

非正規クライシス 北川 慧一∥著 朝日新聞出版

約束 水谷 修∥著 日本評論社

北海道の福祉  ２０１６ 北海道社会福祉協議会

障害者総合支援法のすべて 柏倉 秀克∥監修 ナツメ社

踊り 浦河・釧路春採編 アイヌ文化振興・研究推進機構

カムイミンタラ  第１分冊 株式会社りんゆう観光

カムイミンタラ  第３分冊 株式会社りんゆう観光

カムイミンタラ  第２分冊 株式会社りんゆう観光

火山帯内部構造・熱水流動系のモデル化と火山活動評価手法の高度化（十勝岳） 地方独立行政法人  北海道立総合研究機構  地質研究所／［編］ 地方独立行政法人北海道立総合研究機構  地質研究所

北海道立地質研究所報告　第８９号 北海道立地質研究所 北海道立地質研究所



エゾナキウサギ 写真集「エゾナキウサギ」編集委員会∥編集 共同文化社

注文をまちがえる料理店 小国 士朗∥著 あさ出版

住みたい間取り 木村 文雄∥著 日刊工業新聞社

北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所  年報　平成２８年度 地方独立行政法人北海道総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所／［編］ 地方独立行政法人北海道総合研究機構環境・地質研究本部地質研究所

きのう、きょう、あした。 つばた 英子∥著 主婦と生活社

かんたん!まっすぐ編みの素敵ニット セブン&アイ出版

ドライフラワーでつくるリースとスワッグ インテリアのアレンジメント Kristen∥著 日東書院本社

ゆる塩レシピ 牧野 直子∥著 学研プラス

有元葉子 のり、わかめ、ひじき、昆布、もずく 有元 葉子∥著 家の光協会

THE男前燻製レシピ77 岡野 永佑∥著 山と溪谷社

杵島家のおせち 杵島 直美∥[著] 枻出版社

もう一杯だけ飲んで帰ろう。 角田 光代∥著 新潮社

100円グッズでおしゃれ収納インテリア 宝島社

おかあさんの扉　6 伊藤 理佐∥著 オレンジページ

最新!離乳食新百科mini 太田 百合子∥監修 ベネッセコーポレーション

オリーヴのすごい力 小豆島ヘルシーランド株式会社∥編著 小豆島ヘルシーランド

魚市場で働く 鑓田 浩章∥著 ぺりかん社

図解わかる交通事故の損害賠償 堀 哲郎∥監修 新星出版社

ベイビーステップ　45 勝木 光∥著 講談社

ベイビーステップ　46 勝木 光∥著 講談社

大家さんと僕 矢部 太郎∥著 新潮社

木彫家藤戸竹喜の世界 = 現れよ。森羅の生命 藤戸竹喜 [作] アイヌ文化振興・研究推進機構

エコクラフトの素敵なバッグとかご、プチ雑貨 古木 明美∥著 河出書房新社

リース折り紙12か月 永田 紀子∥著 日貿出版社

天才棋士加藤一二三挑み続ける人生 加藤 一二三∥著 日本実業出版社

アポイのふもとから 大野  徹人 アポイ岳ファンクラブ

アポイ岳ファンクラブ２０周年記念誌 アポイ岳ファンクラブ／作成 アポイ岳ファンクラブ

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

今すぐ読みたい!10代のためのYAブックガイド150!　2 金原 瑞人∥監修 ポプラ社

日本の戦争と動物たち　1 東海林 次男∥著 汐文社

伊藤博文 季武 嘉也∥監修 小学館

西郷隆盛 山本 博文∥監修 KADOKAWA

知里幸恵とアイヌ ひきの 真二∥まんが 小学館

髪がつなぐ物語 別司 芳子∥著 文研出版

世界の民族衣装 竹永 絵里∥画 河出書房新社

やばいウンチのせいぶつ図鑑 今泉 忠明∥監修 世界文化社

いきものがっかり超能力図鑑 川嶋 隆義∥文 小学館

マンガニンチショウ大使れも参上! 高橋 由為子∥作 マンガ 子どもの未来社

パイロットのたまご 吉野 万理子∥作 講談社

フリーズドライのひみつ 山口  育孝／漫画 学研プラス次世代教育創造事業部学びソリューション事業室

インターネットのひみつ かんようこ／漫画 学研プラス次世代教育創造事業部学びソリューション事業室

しずくちゃん　29 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

伝統工芸のきほん　1 伝統工芸のきほん編集室∥[編] 理論社

知ってる?ソフトテニス 川並 久美子∥著 ベースボール・マガジン社

羽生善治監修子ども将棋入門 安次嶺 隆幸∥著 新星出版社

大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野 真二∥著 河出書房新社

満月の娘たち 安東 みきえ∥著 講談社

うらない師ルーナと三人の魔女 あんびる やすこ∥作　絵 ポプラ社

カエルのメロン : 第5回森三郎童話賞最優秀賞 鬼村テコ 作 刈谷市

ねこの町のダリオ写真館 小手鞠 るい∥作 講談社

おとのさま、小学校にいく 中川 ひろたか∥作 佼成出版社

かいけつゾロリのちていたんけん 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社

ひみつのきもちぎんこう かぞくつうちょうできました ふじもと みさと∥作 金の星社

トンカチくんと、ゆかいな道具たち 松居 スーザン∥作 あすなろ書房



笑い猫の5分間怪談　12 那須田 淳∥責任編集　作 KADOKAWA

テディが宝石を見つけるまで パトリシア　マクラクラン∥著 あすなろ書房

アポロンと5つの神託　1 リック　リオーダン∥著 ほるぷ出版



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あたしのすきなもの、なぁんだ? バーナード　ウェーバー∥ぶん 評論社

オレ、カエルやめるや デヴ　ペティ∥ぶん マイクロマガジン社

おちゃかいのおやくそく エイミー　ダイクマン∥文 光村教育図書

おさかなどろぼう いしい ひろし∥作　絵 PHP研究所

おもちのかみさま かとう まふみ∥著 佼成出版社

コんガらガっちどしんどしんちょこちょこすすめ!の本 ユーフラテス∥さく 小学館

しずかにあみものさせとくれー! ベラ　ブロスゴル∥さく ほるぷ出版

たのしいローマ数字 デビッド　A.アドラー∥文 光村教育図書

トンダばあさん 北村 裕花∥作　絵 小さい書房

どうぶつマンションにようこそ 二宮 由紀子∥文 文研出版

動物たちは、お医者さん! アンジー　トリウス∥文 河出書房新社

なずずこのっぺ? カーソン　エリス∥さく フレーベル館

ねんねのうた えがしら みちこ∥作 講談社

灰屋灰次郎 灰はございー 飯野 和好∥作 アリス館

パパゲーノとパパゲーナ 小西 英子∥作 福音館書店

ペンギンホテル 牛窪 良太∥作 アリス館

ぼくは発明家 メアリー　アン　フレイザー∥作 廣済堂あかつき

もりのやきゅうちーむふぁいたーず ほしのせかいへ 北海道日本ハムファイターズ選手会∥さく 北海道新聞社

ゆびさしちゃん ザ　キャビンカンパニー∥作　絵 小学館

義経千本桜 吉田 愛∥文　絵 講談社


