
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

にゃん! あさの あつこ∥著 白泉社

みなさんの爆弾 朝比奈 あすか∥著 中央公論新社

屍人荘の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社

爽年 石田 衣良∥著 集英社

天上の葦　上 太田 愛∥著 KADOKAWA

天上の葦　下 太田 愛∥著 KADOKAWA

泣きかたをわすれていた 落合 恵子∥著 河出書房新社

ひと 小野寺 史宜∥著 祥伝社

青春のジョーカー 奥田 亜希子∥著 集英社

山猫クー 川口 晴∥著 河出書房新社

宇喜多の楽土 木下 昌輝∥著 文藝春秋

さざなみのよる 木皿 泉∥著 河出書房新社

豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知 淳∥著 実業之日本社

じっと手を見る 窪 美澄∥著 幻冬舎

カットバック 今野 敏∥著 毎日新聞出版

日の出 佐川 光晴∥著 集英社

ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽 麻子∥著 幻冬舎

青空と逃げる 辻村 深月∥著 中央公論新社

ペインレス　上 天童 荒太∥著 新潮社

ペインレス　下 天童 荒太∥著 新潮社

砂の家 堂場 瞬一∥著 KADOKAWA

バルス 楡 周平∥著 講談社

三千円の使いかた 原田 ひ香∥著 中央公論新社

5時過ぎランチ 羽田 圭介∥著 実業之日本社

魔力の胎動 東野 圭吾∥著 KADOKAWA

湖畔の愛 町田 康∥著 新潮社

向こう側の、ヨーコ 真梨 幸子∥著 光文社

あやかし草紙 宮部 みゆき∥著 KADOKAWA



風は西から 村山 由佳∥著 幻冬舎

食堂メッシタ 山口 恵以子∥[著] 角川春樹事務所

デートクレンジング 柚木 麻子∥著 祥伝社

凶犬の眼 柚月 裕子∥著 KADOKAWA

奪うは我なり 朝倉義景 吉川 永青∥著 KADOKAWA

花のいのち 瀬戸内 寂聴∥著 講談社

不倫のオーラ 林 真理子∥著 文藝春秋

総力捜査 安東 能明∥著 新潮社

星降り山荘の殺人 倉知 淳∥[著] 講談社

夜の終る時/熱い死角 結城 昌治∥著 筑摩書房



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

13歳からの絵本ガイド 金原 瑞人∥監修 西村書店

おかんメールリターンズ 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

これはしない、あれはする 小林 照子∥著 サンマーク出版

渡部昇一の世界史最終講義 渡部 昇一∥著 飛鳥新社

いま学ぶアイヌ民族の歴史 加藤 博文∥編 山川出版社

河井継之助 安藤 優一郎∥著 日本経済新聞出版社

伊能忠敬 星埜 由尚∥監修 平凡社

北海道登山口情報400 全国登山口調査会∥編 北海道新聞社

るるぶ札幌 '19 JTBパブリッシング

るるぶ仙台松島宮城 '19 JTBパブリッシング

るるぶ東北 '19 JTBパブリッシング

るるぶ東京 '19 JTBパブリッシング

るるぶ伊勢志摩 '19 JTBパブリッシング

るるぶ滋賀びわ湖 '19 JTBパブリッシング

るるぶ四国 '19 JTBパブリッシング

るるぶ韓国 '19 JTBパブリッシング

るるぶドイツ ロマンチック街道 [2018] JTBパブリッシング

るるぶタヒチ・フィジー [2018] JTBパブリッシング

10年後の仕事図鑑 堀江 貴文∥著 SBクリエイティブ

不思議の国会・政界用語ノート 秋山 訓子∥著 さくら舎

消えた21億円を追え NHK「未解決事件」取材班∥著 朝日新聞出版

ドイツ第四帝国の勃興とユダヤ戦略 宇野 正美∥著 日本文芸社

われらの北方領土 2017年版 外務省

はじめての行政法 石川 敏行∥著 有斐閣

最新土地・建物の法律と手続き 松岡 慶子∥監修 三修社

ピンポイント刑法 デイリー法学選書編修委員会∥編 三省堂



すぐに役立つ入門図解最新内容証明郵便・公正証書・支払督促の手続きと書式サンプル50 松岡 慶子∥監修 三修社

民事訴訟法 山本 弘∥著 有斐閣

公判記録 七三一細菌戦部隊 不二出版

ゼロからわかる仮想通貨入門 小田 玄紀∥著 KADOKAWA

ここが変わった!改正介護保険サービス・しくみ・利用料がわかる本　2018～2020年度版 川村 匡由∥監修 自由国民社

もし明日、親が倒れても仕事を辞めずにすむ方法 川内 潤∥著 ポプラ社

これで安心!入院・介護のお金 畠中 雅子∥著 技術評論社

子どもの貧困と食格差 阿部 彩∥編著 大月書店

サイバー・エフェクト子どもがネットに壊される メアリー　エイケン∥著 ダイヤモンド社

変わる入試に強くなる小3までに伸ばしたい「作文力」 樋口 裕一∥著 青春出版社

モンテッソーリ子育て～はじまりはお家から～ 藤原 愉美∥監修 文化学園文化出版局

鳥のさえずり（１） 切替  英雄／著 北海道教育委員会

ススランベチ（１） 蓮池  悦子／訳 北海道教育委員会

小さな狸の皮衣（１） 萱野  志郎／訳 北海道教育委員会

アイヌ民俗技術調査　9 北海道教育委員会

アイヌ語調査資料のデータベース化に関する基礎的研究　7 佐藤  知己／編集 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

アイヌ語十勝方言文法概説 高橋  靖以／著 北海道大学アイヌ・先住民センター

日本列島5億年史 高木 秀雄∥監修 洋泉社

地層のきほん 目代 邦康∥著 誠文堂新光社

おしゃべりな貝 盛口 満∥著 八坂書房

人狩り熊 米田 一彦∥著 つり人社

闇に魅入られた科学者たち NHK「フランケンシュタインの誘惑」制作班∥著 NHK出版

血流がすべて整う食べ方 堀江 昭佳∥著 サンマーク出版

骨粗鬆症 石橋 英明∥著 主婦の友社

よくわかる森田療法 中村 敬∥監修 主婦の友社

ドローンで北海道を撮ろう 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

家づくりを楽しむ教科書 エクスナレッジ

こだわりのパターンとテクニックで作るきれいな服 香田 あおい∥著 文化学園文化出版局



スタイリスト佐藤かなが作る赤ちゃんのための服と小物 佐藤 かな∥著 文化学園文化出版局

アクリル毛糸で編むエコモップとエコタワシ ブティック社

いちばんよくわかるタティングレース 盛本 知子∥著 日本ヴォーグ社

煌めくハーバリウム ハーバリウム普及推進委員会∥著 日本文芸社

美容師・理容師になるには 大岳 美帆∥著 ぺりかん社

うまい!味が決まる!みそ・塩・しょうゆのシンプルおかず おいしい家庭おかずの会∥編 家の光協会

アスリートシェフの美筋レシピ 荻野 伸也∥著 柴田書店

1/5の油で5倍おいしい!フライパンでラクちん揚げもの 上島 亜紀∥著 家の光協会

血管&脳が若返る!「水煮缶」簡単レシピ 石原 新菜∥監修 扶桑社

女子栄養大学の誰も教えてくれない発酵食のすべて 五明 紀春∥監修 エクスナレッジ

手づくり健康食品 健康美食ラボ∥監修 朝日新聞出版

佐野洋子の「なに食ってんだ」 佐野 洋子∥著 NHK出版

寿司屋が教える魚のさばき方 枻出版社

シンプルがおいしい飛田さんの野菜レシピ 飛田 和緒∥著 NHK出版

5行で作れる!バーベキューレシピ100選! ネコ・パブリッシング

やせるおやつ 木下 あおい∥著 ワニブックス

0歳児とのあそびかた大全 汐見 稔幸∥監修 大泉書店

アジサイ 川原田 邦彦∥著 NHK出版

つるバラ 後藤 みどり∥著 NHK出版

Q&Aはじめよう!シカの資源利用 丹治 藤治∥著 農山漁村文化協会

ていねいで「短いメール」のお手本 出口 汪∥監修 宝島社

東京ディズニーリゾート完全ガイド　2018-2019 講談社

身近なモチーフで始める水彩画 堀川 理万子∥著 誠文堂新光社

とっておきの知育おもちゃ 寺西 恵里子∥[著] ブティック社

小・中学生のための運動会で1位になる速くなる走り方教室 堀籠 佳宏∥著 カンゼン

サッカー観戦バイブル 河治 良幸∥著 成美堂出版

人の心を耕す 黒田 和生∥著 カンゼン

異次元へ 菊池 涼介∥著 廣済堂出版



北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドブック　2018 北海道日本ハムファイターズ

浅田真央 また、この場所で 浅田 真央∥[著] 集英社

挑戦者たち 田村 明子∥著 新潮社

羽生結弦連覇の原動力 AERA編集部∥編 朝日新聞出版

２０１８  Ｔｒａｉｎｉｎｇ  Ｓａｌｅ 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部／編 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部

競馬語辞典 奈落 一騎∥著 誠文堂新光社

羽生善治竜王と藤井聡太六段 普通の子供が天才になる11の「思考ルール」 橋居 歩∥著 双葉社

道南  アイヌ語方言辞典 白老楽しくやさしいアイヌ語教室／編 白老楽しくやさしいアイヌ語教室

様似郷土館紀要　創刊号 様似町教育委員会／編 様似町教育委員会



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

日本の戦争と動物たち　3 汐文社

失敗図鑑 大野 正人∥著 文響社

ジュニア地図帳(アトラス) 高木 実∥構成　文 平凡社

ジュニア地図帳(アトラス) 高木 実∥構成　文 平凡社

同級生は外国人!?　3 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　6 藤田 千枝∥編 大月書店

よくわかる銀行 戸谷 圭子∥監修 PHP研究所

ぶどう畑で見る夢は 小手鞠 るい∥著 原書房

シートン動物記　上巻 シートン∥[原著] 世界文化社

シートン動物記　下巻 シートン∥[原著] 世界文化社

カブトムシ クワガタムシ 海野 和男∥監修　写真 学研プラス

歴史と人物でたどる日本の偉大な建造物!　1 教育画劇

しずくちゃん　30 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

いつかすべてが君の力になる 梶 裕貴∥著 河出書房新社

羽生結弦 満薗 文博∥著 汐文社

ルルとララのアニバーサリー・サンド あんびる やすこ∥作　絵 岩崎書店

ソラタとヒナタ かんの ゆうこ∥さく 講談社

まかせて!母ちゃん!! くすのき しげのり∥作 文溪堂

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤 ノリコ∥著 白泉社

みんなのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社

恐怖コレクター　巻ノ8 佐東 みどり∥作 KADOKAWA

水色の不思議 斉藤 洋∥作 静山社

痛快!天才キッズ・ミッチー 宗田 理∥著 PHP研究所

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　9 廣嶋 玲子∥作 偕成社

まじょ子とステキなおひめさまドレス 藤 真知子∥作 ポプラ社

天国の犬ものがたり 堀田 敦子∥原作 小学館



あしたもチャーシューメン 最上 一平∥作 新日本出版社

封神演義　上 許 仲琳∥著 偕成社

封神演義　中 許 仲琳∥著 偕成社

封神演義　下 許 仲琳∥著 偕成社

アナと雪の女王/家族の思い出 KADOKAWA

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー　トーマス∥作 岩崎書店

ふしぎの花園シスターランド サラ　シムッカ∥作 西村書店



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ぼくら、ちからをあわせてはたらくなかま 元浦 年康∥作 教育画劇

あかちゃんごたどりえほん ふーふーぽい かしわら あきお∥作　絵 主婦の友社

あのくもなあに? 富安 陽子∥ぶん 福音館書店

あかちゃんごたどりえほん ぶっぶーがおー かしわら あきお∥作　絵 主婦の友社

いたいのいたいのとんでけ～ 谷口 國博∥文 世界文化社

うさぎでうれしい うさぎはうさぎ さこ ももみ∥作 講談社

おうち 中川 ひろたか∥作 金の星社

おべんとうしろくま 柴田 ケイコ∥作　絵 PHP研究所

おばきゃー! 藤本 ともひこ∥作　絵 世界文化社

ききいっぱつねこざかな わたなべ ゆういち∥作　絵 フレーベル館

恐竜トリケラトプスはじめてのたたかい 黒川 みつひろ∥作　絵 小峰書店

きみの行く道 ドクター　スース∥さく　え 河出書房新社

このねこ、うちのねこ! ヴァージニア　カール∥作　絵 徳間書店

さとやまさん 工藤 直子∥文 アリス館

ずっと ケイト　クライス∥文 WAVE出版

せかいでさいしょのポテトチップス アン　ルノー∥文 BL出版

そらからふるものなんだっけ? 岩田 明子∥ぶん　え 大日本図書

そらからぼふ～ん 高畠 那生∥作 くもん出版

たぬきの花よめ道中 最上 一平∥作 岩崎書店

たったひとつのドングリが ローラ　M.シェーファー∥ぶん 評論社

だいすきだよ 間部 香代∥作 鈴木出版

ちびちっち ステファニー　ブレイク∥作 あすなろ書房

ちっちゃいおおきいおんなのこ クレア　キーン∥さく ほるぷ出版

ツリーハウスがほしいなら カーター　ヒギンズ∥文 ブロンズ新社

でんしゃにのるよひとりでのるよ 村せ ひでのぶ∥さく 交通新聞社

とびますよ 内田 麟太郎∥文 アリス館



とくべつないちにち かさい まり∥作　絵 ひさかたチャイルド

とんとんとん ふくだ いわお∥さく 光村教育図書

どんなくるま? ナカオ マサトシ∥作 パイインターナショナル

なくのかな 内田 麟太郎∥作 童心社

ねこすけくんなんじにねたん? 三池 輝久∥監修 「みんいく」地域づくり推進委員会

はしれはるのゆきうさぎ 手島 圭三郎∥絵　文 絵本塾出版

ママのたんじょうび! 刀根 里衣∥絵　文 小学館

みんなみんないないいないばあ いまむら あしこ∥文 あすなろ書房

めしくわぬにょうぼう 常光 徹∥文 童心社

もりのたんじょうびパーティ エリザベス　イワノフスキー∥作 岩波書店

もぐらのモリスさんおうちにかえりたい! ジャーヴィス∥作 BL出版

ようかいしりとり おくはら ゆめ∥作 こぐま社

わんぱくだんのおにわのようせいたち ゆきの ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド


