
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

有島武郎と未完の『星座』 : 「北海道文学館」創立50周年記念特別展 北海道文学館 編 北海道立文学館

北海道立文学館年報　平成２８年度 北海道文学館 北海道文学館

北海道俳句年鑑　２０１８年版 荒船  青嶺／編 北海道俳句協会

ぼくがきみを殺すまで あさの あつこ∥著 朝日新聞出版

アンダーカバー 麻生 幾∥著 幻冬舎

わたしの忘れ物 乾 ルカ∥著 東京創元社

私小説 市川 拓司∥著 朝日新聞出版

2センチの隙間 笠原 正雄∥著 PHP研究所

死の島 小池 真理子∥著 文藝春秋

にらみ 長岡 弘樹∥著 光文社

悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山 七里∥著 講談社

それまでの明日 原 尞∥著 早川書房

スイート・ホーム 原田 マハ∥著 ポプラ社

一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田 桃紅∥著 幻冬舎

最後まで、あるがまま行く 日野原 重明∥著 朝日新聞出版

吉祥寺デイズ 山田 詠美∥著 小学館



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

学校図書館はカラフルな学びの場 松田 ユリ子∥著 ぺりかん社

BOOK BAR 杏∥著 新潮社

北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要 第３号 北海道博物館アイヌ民族文化研究センター／編 北海道博物館

弥永コレクション 北海道博物館 編 北海道博物館

かみさま試験の法則 のぶみ∥著 青春出版社

「蝦夷語集」利・貞 影印・翻刻 北海道大学アイヌ・先住民研究センター／編著 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

北海道博物館研究紀要　第３号 北海道博物館／編 北海道博物館

受賞に輝く人々　平成二十九年度 北海道総務部人事局人事課／編 北海道

アントン・チェーホフの遺産 = Антон Павлович Чехов : 《サハリン島》2017 北海道文学館 編 北海道立文学館

旅人類　Vol.04(2018March) 吉田 類∥責任編集 共同文化社

少数異見 水谷 修∥著 日本評論社

国民憲法制定への道 世界平和研究所∥編 文藝春秋企画出版部

会計検査のあらまし　平成29年 アイネット(印刷)

日本軍兵士 吉田 裕∥著 中央公論新社

甲状腺の病気の治し方 伊藤 公一∥監修 講談社

シニア世代の春夏チュニック ブティック社

冷たいフライパンに食材を入れてから火にかけるコールドスタート 上田 淳子∥[著] 自由国民社

作れる!飾り巻き寿司おもてなし寿司 川澄 健∥著 光文社

12か月のおうち懐石 榊 せい子∥著 世界文化社

ポリ袋で作ろう!餃子、めん、パンを 荻野 恭子∥著 文化学園文化出版局

ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ!中高生の大満足弁当300 上島 亜紀∥著 ナツメ社

サラブレッドのための草地管理ガイドブック 公益社団法人日本軽種馬協会

調査研究論文集　Ｎｏ.２７（平成２８年度調査） ｻﾞｲﾀﾞﾝ ﾎｳｼﾞﾝ ｷｮｺｳ ｷﾞｮﾊﾞ ｷﾞｮｿﾝ ｷﾞｼﾞｭﾂ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 漁港漁場漁村技術研究所

Ｍｙ  ＷＯＲＫ  ３０ 北海道イラストレーターズクラブアルファ

ベイビーステップ　47 勝木 光∥著 講談社

Veritecoの草木染め Veriteco∥著 グラフィック社

クラフトバンド&つやつやバンドで作るかご・バッグ・こもの 松田 裕美∥編著 学研プラス



テニス勝つ!シングルス試合を制する50のコツ 増田 健太郎∥監修 メイツ出版

夢を生きる 羽生 結弦∥著 中央公論新社

ひふみんの将棋の一二三 津江 章二∥著 神宮館

知るたびいい旅  南紀熊野ジオパーク 南紀熊野ジオパーク推進協議会

シャマニ会所 様似歴史研究『会所の会』

福寿草 様似町教育委員会 様似町教育委員会

福寿草 様似町教育委員会 様似町教育委員会

ゼンリン住宅地図北海道浦河郡浦河町 ゼンリン



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ふたご魔女の誕生日うらない 絹華∥作 ポプラ社

超ビジュアル!日本の合戦大事典 矢部 健太郎∥監修 西東社

調べる学習子ども年鑑 朝日小学生新聞∥監修 岩崎書店

地震・津波防災のひみつ 工藤  ケン／漫画 学研プラス

富山県のひみつ 谷  豊／漫画 学研プラス

飛び立て！未来  ＦＰ技能士 新田  哲嗣／シナリオ 一般財団法人金融財政事情研究会

どんなしごと？カップヌードルのしごと ＷＩＬＬこども知育研究所／構成・文 株式会社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

ことばをおぼえたチンパンジー 松沢哲郎／文 福音館書店

トンネルのひみつ 田川  滋／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

しあわせの牛乳 佐藤 慧∥著 ポプラ社

王先輩から清宮幸太郎まで早実野球部物語 中村 計∥著 講談社

おもしろい!楽しい!うれしい!手紙　3 スギヤマ カナヨ∥[著] 偕成社

中学英語で話そう日本の文化　1 大門 久美子∥編著 汐文社

ぼくはなんでもできるもん いとう みく∥作 ポプラ社

モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉 幸子∥作 小峰書店

4ミリ同盟 高楼 方子∥著 福音館書店

奇譚ルーム はやみね かおる∥著 朝日新聞出版

わたしの空と五・七・五 森埜 こみち∥作 講談社

きもだめしキャンプ 吉田 純子∥作 あかね書房

アーサー王の世界　3 斉藤 洋∥作 静山社

リメンバー・ミー KADOKAWA



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あかちゃん新社長がやってきた マーラ　フレイジー∥作 講談社

おばあちゃんとおんなじ なかざわ くみこ∥[作] 偕成社

きみはりっぱなマジシャンだ! アシュレイ　エバンソン∥作 岩崎書店

ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ ゆみこ∥さく 教育画劇

ぜったいいぬをかうからね ローレン　チャイルド∥作 フレーベル館

だんごむしのおうち 澤口 たまみ∥ぶん 福音館書店

はるのごほうび 内田 麟太郎∥作 鈴木出版

はじめてのはじまり 中川 ひろたか∥ぶん 小学館

飛行機しゅっぱつ! 鎌田 歩∥作 福音館書店

ホッキョクグマ ジェニ　デズモンド∥さく BL出版

ほら、見てごらん 多羽田  勝／ぶん・え 財団法人  アイヌ文化振興  研究推進機構


