
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

婚活中毒 秋吉 理香子∥著 実業之日本社

彼方の友へ 伊吹 有喜∥著 実業之日本社

RDG 荻原 規子∥著 KADOKAWA

俺はエージェント 大沢 在昌∥著 小学館

テーラー伊三郎 川瀬 七緒∥著 KADOKAWA

遺訓 佐藤 賢一∥著 新潮社

卑劣犯 笹本 稜平∥著 光文社

探偵少女アリサの事件簿　［2］ 東川 篤哉∥著 幻冬舎

バースデイ・ガール 村上 春樹∥著 新潮社

森家の討ち入り 諸田 玲子∥著 講談社

仮面の君に告ぐ 横関 大∥著 講談社

意識のリボン 綿矢 りさ∥著 集英社

なんでこうなるのッ?! 大宮 エリー∥著 毎日新聞出版

摑みとるいのち  付属ＣＤ 樋口 強∥著 春陽堂書店

摑みとるいのち 樋口 強∥著 春陽堂書店

緑の庭で寝ころんで 宮下 奈都∥著 実業之日本社

『アイヌ神謡集』を読む 知里 幸惠∥著訳 北海道出版企画センター

旅の終わりに マイケル　ザドゥリアン∥著 東京創元社

アティカス、冒険と人生をくれた犬 トム　ライアン∥著 集英社インターナショナル

隠密味見方同心　9 風野 真知雄∥[著] 講談社

カゲロウデイズ　8 じん(自然の敵P)∥著 KADOKAWA

鉄鎖殺人事件 浜尾 四郎∥著 河出書房新社

夢の終わりとそのつづき 樋口 有介∥著 東京創元社

夏の口紅 樋口 有介∥著 文藝春秋

晴れても雪でも 北大路 公子∥著 集英社

修道女フィデルマの挑戦 ピーター　トレメイン∥著 東京創元社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版 2017年12月号 北海道新聞社

ほどよく距離を置きなさい 湯川 久子∥著 サンマーク出版

言い訳してる場合か! 坂東 眞理子∥著 法研

日本の新宗教 島田 裕巳∥著 KADOKAWA

レンズが撮らえた幕末維新の日本 高橋 則英∥監修 山川出版社

吉田巌資料集　日記3-27 帯広叢書刊行会／編 帯広叢書刊行会

夕暮れもとぼけて見れば朝まだき 高見 のっぽ∥著 岩波書店

一度は行きたい日本の自然風景 昭文社

るるぶ沖縄　'19 JTBパブリッシング

るるぶ佐賀呼子唐津有田嬉野　［2018］ JTBパブリッシング

るるぶ台湾　'19 JTBパブリッシング

るるぶフィリピン　［2018］ JTBパブリッシング

知って役立つ!家族の法律 長橋 晴男∥著 クリエイツかもがわ

引き離されたぼくと子どもたち 宗像 充∥著 社会評論社

6カ月で行政書士　2018年版 福澤 繁樹∥著 フォーサイト

3カ月でFP2級　2018年版 大島 浩之∥著 フォーサイト

6カ月で社労士　2018年版 加藤 光大∥著 フォーサイト

誰も教えてくれなかった子どものいない人生の歩き方 くどう みやこ∥著 主婦の友社

銀河のすべて ニュートンプレス

安楽死を遂げるまで 宮下 洋一∥著 小学館

1日1分見るだけで目がよくなる28のすごい写真 林田 康隆∥著 アスコム

小さな企業が生き残る 金谷 勉∥著 日経BP社

猫ぽんぽん trikotri∥著 誠文堂新光社

にんじん、たまねぎ、じゃがいもレシピ 山田 英季∥著 光文社

バターを使わない作り置きのお菓子 吉川 文子∥著 マイナビ出版

1週間で8割捨てる技術 筆子∥著 KADOKAWA



とりわけごはん 熊谷 しのぶ∥著 北海道新聞社

3カ月で宅建　2018年版 窪田 義幸∥著 フォーサイト

北前船、されど北前船 北国 諒星∥著 北海道出版企画センター

ちはやふる　36 末次 由紀∥著 講談社

365日かわいく使える消しゴムはんこ決定版 田口 奈津子∥[著] ブティック社

脳活性折り紙全集 ブティック社

歴代オリンピックでたどる世界の歴史 「歴代オリンピックでたどる世界の歴史」編集委員会∥編 山川出版社

友情 山中 伸弥∥著 講談社

浅田真央 私のスケート人生 浅田 真央∥著 新書館

女王陛下のお愉しみ : 競馬はいかにエリザベス女王を虜にしたか ジュリアン  マスカット 著 日本競走馬協会

筑波山地域ジオパーク　Ｍｔ．ＴＵＫＵＢＡ ＡＲＥＡ ＧＥＯＰＡＲＫ 筑波山地域ジオパーク推進協議会

旅と地球 筑波山地域ジオパーク推進協議会

伊豆半島ジオパークトレッキングガイド 静岡新聞社編集局出版部∥企画　編集 静岡新聞社

冒険半島伊豆へようこそ! 伊豆半島ジオパーク推進協議会∥監修 静岡新聞社

海にうかぶ博物館  天草ジオパーク大冒険 長谷  義隆／原作・監修 天草ジオパーク推進協議会事務局

海にうかぶ博物館  天草ジオパークガイドブック 長谷  義孝／編 天草ジオパーク推進協議会

山陰海岸ジオパークジオサイトガイドブック 山陰海岸ジオパーク推進協議会

佐渡島の自然  改訂版　地学編 神蔵  勝明／著 佐渡市教育委員会・佐渡ジオパーク推進協議会

三陸ジオパークガイドブック 三陸ジオパーク推進協議会／編集 三陸ジオパーク推進協議会

白滝ジオパークガイドブック 北海道遠軽町／〔制作〕 白滝ジオパーク推進協議会

鳥海山・飛島ジオパーク  フィールドノート［秋田県版］ 鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会

白山手取川ジオパーク 白山手取川ジオパーク推進協議会／編 白山手取川ジオパーク推進協議会

三笠ジオパークガイドブック 三笠ジオパーク推進協議会

室戸世界ジオパーク  ジオトラベルブック 〔室戸ジオパーク推進協議会事務局〕

阿蘇ジオパークガイドブック 阿蘇ジオパーク推進協議会／〔作成〕 阿蘇ジオパーク推進協議会

ジオパーク秩父  ～ガイドブック～ 秩父まるごとジオパーク推進協議会事務局

ジオパーク秩父  探検ガイドブックＱ＆Ａ 秩父まるごとジオパーク推進協議会事務局

苗場山麓ジオパーク 苗場山麓ジオパーク振興協議会／執筆 苗場山麓ジオパーク振興協議会



糸魚川世界ジオパークガイドブック = Itoigawa Global Geopark Guide Book : 24のジオサイトへようこそ。 新潟県糸魚川市 企画編集 新潟県糸魚川市

男鹿半島・大潟ジオの旅  ―大地が伝える６つのものがたり― あきた地域資源ネットワーク／企画・作成 秋田県秋田地域振興局総務企画部地域企画課

男鹿半島・大潟ジオパークガイドブック あきた地域資源ネットワーク／企画・制作 秋田県秋田地域振興局総務企画部地域企画課

霧島ジオパーク公式ガイドブック 霧島ジオパーク公式ガイドブック編集委員会／編 霧島ジオパーク推進連絡協議会

伊豆の大地の物語 小山 真人∥著 静岡新聞社

１１万年のうえの１日 佐々木  真由子／絵 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

島原半島ユネスコ世界ジオパークのことがわかる本  ２０１７改訂版 島原半島ジオパーク協議会

ゆざわジオパーク総合ガイドブック 湯沢市ジオパーク推進協議会 編 湯沢市ジオパーク推進協議会

マンガで学ぶ南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク 藤井  利衣子（南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク協議会事務局）／イラスト 南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク協議会事務局

洞爺湖有珠山ジオパークガイド ０１ 宇井  忠英／著 環境防災研究機構北海道

洞爺湖有珠山ジオパークガイド ０４ 宇井  忠英／著 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

洞爺湖有珠山ジオパークガイド全域版 ００ 宇井  忠英／著 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

洞爺湖有珠山ジオパークガイド ０３ 宇井  忠英／著 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

洞爺湖有珠山ジオパークガイド ０２ 宇井  忠英／著 環境防災研究機構北海道

洞爺湖有珠山ジオパークガイド ０５ 宇井  忠英／著 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

洞爺湖有珠山ジオパークガイド ０７ 宇井  忠英／著 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

洞爺湖有珠山ジオパークガイド ０６ 三松  三郎／著 洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作 マガジンハウス

いくらかな?社会がみえるねだんのはなし　4 藤田 千枝∥編 大月書店

なないろランドのたからもの 井上 林子∥作 講談社

もしも月でくらしたら 山本 省三∥作 WAVE出版

伝統工芸のきほん　2 伝統工芸のきほん編集室∥[編] 理論社

マンガでおぼえる英単語 齋藤 孝∥著 岩崎書店

こんぴら狗 今井 恭子∥作 くもん出版

図書館につづく道 草谷 桂子∥著 子どもの未来社

恐怖コレクター　巻ノ7 佐東 みどり∥作 KADOKAWA

魔法学校へようこそ さとう まきこ∥作 偕成社

ひかり舞う 中川 なをみ∥著 ポプラ社

ぼくらの山の学校 八束 澄子∥著 PHP研究所

≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

おやすみなさいのおともだち ハインツ　ヤーニッシュ∥作 講談社

おもちおばけ ささき ようこ∥さく　え ポプラ社

がんばれ!あかいしゃしょうしゃ マリアン　ポター∥作 PHP研究所

巨人の花よめ 菱木 晃子∥文 BL出版

ぎゅっ ミフサマ∥さく　え BL出版

こめとぎゆうれいのよねこさん えばた えり∥作 BL出版

コウテイペンギン ヨハンナ　ジョンストン∥さく 好学社

せかいいちまじめなレストラン たしろ ちさと∥作 ほるぷ出版


