
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北の文学　2017 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

居酒屋ぼったくり　9 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

異世界でカフェを開店しました。　11 甘沢 林檎∥[著] アルファポリス

長く高い壁 浅田 次郎∥著 KADOKAWA

雲上雲下 朝井 まかて∥著 徳間書店

イザベルに薔薇を 伊集院 静∥著 双葉社

修羅の都 伊東 潤∥著 文藝春秋

熟れた月 宇佐美 まこと∥著 光文社

かちがらす 植松 三十里∥著 小学館

モモコとうさぎ 大島 真寿美∥著 KADOKAWA

雪の階 奥泉 光∥著 中央公論新社

私はあなたの記憶のなかに 角田 光代∥著 小学館

虚談 京極 夏彦∥著 KADOKAWA

ヒトごろし 京極 夏彦∥著 新潮社

雪子さんの足音 木村 紅美∥著 講談社

路上のX 桐野 夏生∥著 朝日新聞出版

祝葬 久坂部 羊∥著 講談社

エンディング・パラダイス 佐江 衆一∥著 新潮社

赤猫 柴田 哲孝∥著 光文社

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ∥著 文藝春秋

スリーパー浸透工作員 竹内 明∥著 講談社

樽とタタン 中島 京子∥著 新潮社

十津川警部九州観光列車の罠 西村 京太郎∥著 集英社

おまじない 西 加奈子∥著 筑摩書房

龍の耳を君に 丸山 正樹∥著 東京創元社

愛が挟み撃ち 前田 司郎∥著 文藝春秋

ディレイ・エフェクト 宮内 悠介∥著 文藝春秋

ラヴィアンローズ 村山 由佳∥著 集英社



さよなら、わるい夢たち 森 晶麿∥著 朝日新聞出版

刑事の怒り 薬丸 岳∥著 講談社

花ひいらぎの街角 吉永 南央∥著 文藝春秋

オンナの奥義 阿川 佐和子∥著 文藝春秋

感傷的な午後の珈琲 小池 真理子∥著 河出書房新社

きみの言い訳は最高の芸術 最果 タヒ∥著 河出書房新社

立ち直る力 辻 仁成∥著 光文社

美女は天下の回りもの 林 真理子∥著 マガジンハウス

ほどほど快適生活百科 群 ようこ∥著 集英社

オリジン　上 ダン　ブラウン∥著 KADOKAWA

オリジン　下 ダン　ブラウン∥著 KADOKAWA

よろず占い処陰陽屋開店休業 天野 頌子∥[著] ポプラ社

「横山大観」殺人事件 内田 康夫∥[著] 講談社

ノーゲーム・ノーライフ　10 榎宮 祐∥著 イラスト KADOKAWA



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版 2018年２月号 北海道新聞社

日本史総合辞典 林 陸朗∥[ほか]編集 東京書籍

スマート労働法令集　2018 労務行政研究所∥編 労務行政

松居直のすすめる50の絵本 松居 直∥著 教文館

ミルコの出版グルグル講義 山口 ミルコ∥著 河出書房新社

小さなことで感情をゆさぶられるあなたへ 大嶋 信頼∥著 PHP研究所

一〇一歳の習慣 高橋 幸枝∥著 飛鳥新社

シナジー人脈術 金川 顕教∥著 あさ出版

奥尻島青苗遺跡 佐藤  忠雄／編 函館土木現業所

日本人のおなまえっ!　2 NHK「日本人のおなまえっ!」制作班∥編 集英社インターナショナル

るるぶ北海道　'19 JTBパブリッシング

るるぶ函館　'19 JTBパブリッシング

るるぶ秋田　'19 JTBパブリッシング

るるぶ鎌倉　'19 JTBパブリッシング

るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷　'19 JTBパブリッシング

るるぶ愛知　''19 JTBパブリッシング

るるぶ京都　''19 JTBパブリッシング

るるぶ上海・蘇州　[2018] JTBパブリッシング

極夜行 角幡 唯介∥著 文藝春秋

広島からオイロシマへ 大江 健三郎∥著 岩波書店

身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本 椎葉 基史∥著 ポプラ社

エコノミクス・ルール ダニ　ロドリック∥著 白水社

ふるさと納税完全ガイド　2018年最新版 洋泉社

よくわかる最新年金の傾向と対策 ニッセイ基礎研究所年金総合リサーチセンター∥著 秀和システム

母の家がごみ屋敷 工藤 哲∥著 毎日新聞出版

津波災害 河田 惠昭∥著 岩波書店



地域で愛される子ども食堂つくり方・続け方 飯沼 直樹∥著 翔泳社

山ぶどう　62号

しおさい　第１２号 新ひだか町教育研究協議会  国語部会／編 新ひだか町教育研究協議会

0歳～6歳子どもの発達と保育の本 河原 紀子∥監修　執筆 学研プラス

はじめてのボランティア手話  付属ＤＶＤ 谷 千春∥監修 主婦の友社

アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告　第１７巻 アイヌ文化振興・研究推進機構／編集 アイヌ文化振興・研究推進機構

もうすぐ絶滅するという煙草について キノブックス編集部∥編 キノブックス

お坊さんがイチから教える!葬儀・法要・お墓・仏壇のすべて 現代の葬儀を考える僧侶の会∥監修 主婦の友社

きのこレシピ 石澤 清美∥料理 主婦の友社

絵でわかる日本列島の地震・噴火・異常気象 藤岡 達也∥著 講談社

トコトンやさしい地質の本 藤原 治∥編著 日刊工業新聞社

岩石はどうしてできたか 諏訪 兼位∥著 岩波書店

自傷・自殺のことがわかる本 松本 俊彦∥監修 講談社

女性のうつ病 野田 順子∥著 主婦の友社

治せる!楽になる!子どもアレルギー診察室 藤川 万規子∥著 小学館

最新子宮がん・卵巣がん治療 加藤 友康∥監修 主婦と生活社

「マス目」で気づく目の病気 平松 類∥著 翔泳社

だまされない 鎌田 實∥著 KADOKAWA

「石油」の終わり 松尾 博文∥著 日本経済新聞出版社

北海道環境白書　'17 環境生活部環境局環境政策課／編集 北海道

タオルでつくりたいもの かわい きみ子∥著 地球丸

ハンドメイドアクセサリーはじめてブック 学研プラス

ウー・ウェンのごちそうおかず92 ウー ウェン∥著 家の光協会

ふたりのごはん 根岸 規雄∥著 KADOKAWA

やみつきバズレシピ リュウジ∥著 扶桑社

基本の洋食 主婦の友社∥編 主婦の友社

進化する刺身料理 大田 忠道∥著 旭屋出版

季節の果実をめぐる114の愛で方、食べ方 中川 たま∥著 日本文芸社



おかあさんの扉　7 伊藤 理佐∥著 オレンジページ

赤ちゃんが夜早く、長く眠るかんたん☆ねんねトレーニングBOOK 伊藤 かよこ∥著 日本実業出版社

単位と記号パーフェクトガイド 単位と記号パーフェクトガイド編集チーム∥編 誠文堂新光社

無農薬ではじめての家庭菜園 学研プラス

新まだある。大百科　お菓子編 初見 健一∥著 大空出版

中国人富裕層はなぜ「日本の老舗」が好きなのか 中島 恵∥著 プレジデント社

まちづくりの非常識な教科書 吉川 美貴∥著 主婦の友社

絵手紙描き方のヒント 上岡 ひろ子∥著 日貿出版社

私が愛した映画たち 吉永 小百合∥著 集英社

氷上のドリアン・グレイ 鈴木 ふさ子∥著 アーツアンドクラフツ

北海道の海釣り入門 山道 正克∥著 つり人社

永世七冠羽生善治 羽生 善治∥著 宝島社

微妙におかしな日本語 神永 曉∥著 草思社

イタカンロー　第21回 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／編



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ドラえもん社会ワールド情報に強くなろう 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館

マンガでわかる!10代に伝えたい名言集 定政 敬子∥文 大和書房

日本の戦争と動物たち　2 東海林 次男∥著 汐文社

チョコレート物語 佐和 みずえ∥著 くもん出版

もっと知りたい!世界の国ぐにビジュアル事典 藤井 勝彦∥著 メイツ出版

しらべよう!世界の選挙制度 大野 一夫∥著 汐文社

同級生は外国人!?　2 吉富 志津代∥監修 汐文社

いくらかな?社会がみえるねだんのはなし　5 藤田 千枝∥編 大月書店

「ふつう」ってなんだ? ReBit∥監修 学研プラス

レインボールームのエマ 戸森 しるこ∥作 講談社

絶景ビジュアル図鑑 神奈川県立生命の星　地球博物館∥監修 学研プラス

水はどこから来るのか? 高堂 彰二∥監修 PHP研究所

「牛が消えた村」で種をまく 豊田 直巳∥写真　文 農山漁村文化協会

港のひみつ たまだ  まさお／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

はじめてまなぶもちかたのえほん 宮里 暁美∥監修 PHP研究所

伝統工芸のきほん　4 伝統工芸のきほん編集室∥[編] 理論社

おやこで楽しむ講談入門 宝井 琴星∥監修 彩流社

手話教室 早瀬 憲太郎∥監修 ポプラ社

おもしろい!楽しい!うれしい!手紙　2 スギヤマ カナヨ∥[著] 偕成社

よりみち3人修学旅行 市川 朔久子∥著 講談社

あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉 幸子∥作 小学館

言葉屋　4 久米 絵美里∥作 朝日学生新聞社

となりの火星人 工藤 純子∥著 講談社

グドーさんのおさんぽびより たかどの ほうこ∥著 福音館書店

妖怪一家の温泉ツアー 富安 陽子∥作 理論社



森でひろったふしぎな赤ちゃん　5 寮  美千子／文・編集 アイヌ文化振興・研究推進機構

笑い猫の5分間怪談　13 那須田 淳∥責任編集　作 KADOKAWA

アーチー・グリーンと伝説の魔術師 D.D.エヴェレスト∥著 あすなろ書房

パイパーさんのバス エリナー　クライマー∥作 徳間書店

シャドウ・チルドレン　2 マーガレット　P.ハディックス∥著 小学館

ピーター・パン J.M.バリ∥作 ポプラ社

キツネのパックス サラ　ペニーパッカー∥作 評論社

イースターのたまごの木 キャサリン　ミルハウス∥作　絵 徳間書店

ぼくのパパは一本足 フランチェスコ　メニケッラ∥著 PHP研究所



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

かんぱーい! とよた かずひこ∥脚本　絵 童心社

あ、あ! ねこ しおり∥ぶん 偕成社

いろいろいろんなかぞくのほん メアリ　ホフマン∥ぶん 少年写真新聞社

いっしょのちがうもの さるびあ亭 かーこ∥作 絵本塾出版

おおきくなったらきみはなんになる? 藤本 ともひこ∥文 講談社

おはなみくまちゃん シャーリー　パレントー∥ぶん 岩崎書店

おみせやさんでんしゃ 林 木林∥文 交通新聞社

かぞえてみよう ディック　ブルーナ∥ぶん え 福音館書店

ぎゅ～っ! いしづ ちひろ∥さく くもん出版

ぐらぐらゆれたらだんごむし! 国崎 信江∥監修 東京書店

さよならともだち 内田 麟太郎∥作 偕成社

シコッコタンのモシリとレラ  付属ＣＤ 千歳アイヌ語教室／文 千歳アイヌ文化伝承保存会

シコッコタンのモシリとレラ 千歳アイヌ語教室／文 千歳アイヌ文化伝承保存会

ぜったいあけちゃダメッ! アンディ　リー∥作 永岡書店

0さいからのドラえもんはじめてずかん どうぶつ 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作 小学館

だれのいす? アナ　カン∥文 光村教育図書

手ぶくろを買いに 新美 南吉∥作 あすなろ書房

ティモシーとサラかあさんのすきだった木 芭蕉 みどり∥作　絵 ポプラ社

としおくんむし ねじめ 正一∥文 光村教育図書

動物たちは、建築家! ダニエル　ナサル∥文 河出書房新社

はーい ばーい きしら まゆこ∥作 フレーベル館

ばすくんのともだち みゆき りか∥さく 小学館

負傷した線路と月 小川 未明∥作 架空社

ペネロペのしんがっき アン　グットマン∥ぶん 岩崎書店

みーんなたべたみんなでたべた 北海道農政部食の安全推進局食品政策課／編集 北海道

もうちょっともうちょっと きむら ゆういち∥文 福音館書店



やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ なかや みわ∥さく 白泉社

ワタナベさん 北村 直子∥作 偕成社


