
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

文芸もんべつ　第31号 もんべつ文芸協会／編 日高町文化協会

文芸もんべつ　第32号 もんべつ文芸協会／編 日高町文化協会

まるむし帳 さくら ももこ∥著 集英社

怪しくて妖しくて 阿刀田 高∥著 集英社

雲の果 あさの あつこ∥著 光文社

星の子 今村 夏子∥著 朝日新聞出版

その話は今日はやめておきましょう 井上 荒野∥著 毎日新聞出版

本懐 上田 秀人∥著 光文社

福家警部補の考察 大倉 崇裕∥著 東京創元社

爆身 大沢 在昌∥著 徳間書店

恋の川、春の町 風野 真知雄∥著 KADOKAWA

がいなもん 松浦武四郎一代 河治 和香∥著 小学館

新選組の料理人 門井 慶喜∥著 光文社

燃える水 河合 莞爾∥著 KADOKAWA

ロンリネス 桐野 夏生∥著 光文社

『このミステリーがすごい!』大賞作家書き下ろしBOOK　vol.21 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 宝島社

<ミリオンカ>の女 高城 高∥著 寿郎社

万引き家族 是枝 裕和∥著 宝島社

無暁の鈴 西條 奈加∥著 光文社

ファーストラヴ 島本 理生∥著 文藝春秋

ディス・イズ・ザ・デイ 津村 記久子∥著 朝日新聞出版

北条早雲　〔５〕 富樫 倫太郎∥著 中央公論新社

六月の雪 乃南 アサ∥著 文藝春秋

未来 湊 かなえ∥著 双葉社

ののはな通信 三浦 しをん∥著 KADOKAWA

元禄お犬姫 諸田 玲子∥著 中央公論新社

偽姉妹 山崎 ナオコーラ∥著 中央公論新社

長兵衛天眼帳 山本 一力∥著 KADOKAWA

ウォーターゲーム 吉田 修一∥著 幻冬舎



役に立たない人生相談　２ 佐藤 愛子∥著 ポプラ社

炎の日から20年 中国新聞社∥編 未来社

金子みすゞ童謡集 金子 みすゞ∥著 角川春樹事務所

犯罪者　上 太田 愛∥[著] KADOKAWA

幻夏 太田 愛∥[著] KADOKAWA

地獄のババぬき 上甲 宣之∥著 宝島社

公開処刑人森のくまさん　〔２〕 堀内 公太郎∥著 宝島社

≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　2018年4月号 北海道新聞社

ブリタニカ国際年鑑　2018 ブリタニカ・ジャパン

「南京事件」を調査せよ 清水 潔∥著 文藝春秋

O型自分の説明書 [正] Jamais Jamais∥著 文芸社

皇室 第78号(平成30年春号) 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

新北海道風土記 別巻 新北海道風土記刊行会∥編集 創土社

北海道夏山ガイド 長谷川 哲∥著 北海道新聞社

これが裁判か! 田邉 信好∥著 文芸社

経営者 永野 健二∥著 新潮社

図解でわかる相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 曽根 恵子∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

図解でわかる相続税を減らす生前の不動産対策 曽根 恵子∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

統計から読み解く47都道府県ランキング 久保 哲朗∥著 日東書院本社

となりの少年少女A 草薙 厚子∥著 河出書房新社

図解福祉の法律と手続きがわかる事典 若林 美佳∥監修 三修社

戦後北海道教育誌 北海道教育庁管理部総務課∥編集 北海道教育委員会

葬式格差 島田 裕巳∥著 幻冬舎

「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみた 橋本 幸士∥著 講談社

自分で探せる美しい石図鑑&採集ガイド 円城寺 守∥著 実業之日本社

伸ばすだけで効く!ツボストレッチ 斎藤 充博∥監修 日本文芸社

脂質異常症がよくわかる本 寺本 民生∥監修 講談社



入門うつ病のことがよくわかる本 野村 総一郎∥監修 講談社

ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口 進∥監修 講談社

「一生よく見える目」を手に入れる白内障手術 市川 一夫∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

知られざる色覚異常の真実 市川 一夫∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

ドクター朝田の間違いだらけの子どもの歯みがき 朝田 芳信∥著 春陽堂書店

栄養まるごと10割レシピ! 小田 真規子∥料理　レシピ 世界文化社

医者からもらった薬がわかる本　'2018-2019年版(第31版) 医薬制度研究会∥著 法研



エネルギーと環境問題の疑問55 刑部 真弘∥著 成山堂書店

地域絶品づくりのマーケティング 三浦 功∥著 中央経済社

家事の得ワザ 得する人損する人∥編 マガジンハウス

DIYでできる!ガーデン家具&エクステリア 学研プラス

赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ ブティック社

男の子と女の子のまいにちパンツ ブティック社

デザイナーが知っている大人をきれいに見せる服 海外 竜也∥著 日本ヴォーグ社

リカちゃんのオールシーズンクローゼット アップルミンツ

可憐にむすぶ花づくしの水引 森田 江里子∥[著] ブティック社

すっぱい料理 飛田 和緒∥著 産業編集センター

血管が若返る水煮缶レシピ 村上 祥子∥著 永岡書店

冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこ ようこ∥著 主婦の友社

自分で直せば断然お得!身のまわりの修理の教科書 西沢 正和∥監修 PHP研究所

地域プロデュース、はじめの一歩 山納 洋∥著 河出書房新社

食料・農業・農村白書の概要　平成29年度 農林水産省

獣医師になるには 井上 こみち∥著 ぺりかん社

民泊ビジネス運営のための住宅宿泊事業法と旅館業法のしくみと手続き 服部 真和∥監修 三修社

毎日かあさん　2 西原 理恵子∥著 毎日新聞社

毎日かあさん　4 西原 理恵子∥著 毎日新聞社

毎日かあさん　〔１〕 西原 理恵子∥著 毎日新聞社

春日局　上 橋田 寿賀子∥原作 日本放送出版協会

春日局　中 橋田 寿賀子∥原作 日本放送出版協会

春日局　下 橋田 寿賀子∥原作 日本放送出版協会

ぼくは泣かない 岩崎 夏海∥監修 廣済堂出版

北海道の海釣り 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

一本がとれる!柔道立ち技必勝のコツ55 上水 研一朗∥監修 メイツ出版

花贈りの本 中島 祥子∥著 文化出版局

短くても気持ちが伝わる手紙・はがき・一筆箋きちんとマナーハンドブック 杉本 祐子∥著 主婦の友社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ざんねんな歴史人物 真山 知幸∥著 学研プラス

10才のとき 高橋 幸子∥聞き手 福音館書店

田尻智 菊田 洋之∥構成 小学館

世界のふしぎなぜ?どうして? 伊藤 純郎∥監修 高橋書店

刑務所しか居場所がない人たち 山本 譲司∥著 大月書店

たすけあいのひみつ トミイ大塚∥まんが 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

こどもしごと絵じてん 三省堂編修所∥編 三省堂

もしときサバイバル術Jr. 片山 誠∥著 太郎次郎社エディタス

身近なものでできる自由研究かんたんじてん 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

夏の星座を見つけよう 赤木 かん子∥作 新樹社

なぜこうなった?あの絶景のひみつ 増田 明代∥文　構成 講談社

石ころ地球のかけら 桂 雄三∥文 福音館書店

トマト 赤木 かん子∥作 新樹社

ざんねんないきもの事典　続々 今泉 忠明∥監修 高橋書店

虫のしわざ探偵団 新開 孝∥写真　文 少年写真新聞社

いなり寿司のひみつ おだぎ みを∥まんが 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

岩合光昭の日本犬図鑑 岩合 光昭∥文　写真 文溪堂

つり 学研プラス

リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ あやこ∥著 講談社

大坂オナラ草紙 谷口 雅美∥著 講談社

ねがいごと 田丸 雅智∥著 静山社

ドリーム・プロジェクト 濱野 京子∥著 PHP研究所

疾風の女子マネ! まはら 三桃∥著 小学館

まさかのハッピーエンド　1 サラ　ムリノフスキ∥著 PHP研究所



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あがりめさがりめ とよた かずひこ∥作 世界文化社

おしりどろぼう 陣崎 草子∥作 くもん出版

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ∥作　絵 PHP研究所

おばけのパンこうじょう オームラ トモコ∥作 理論社

おしらさま 柳田 国男∥原作 汐文社

クマと少年 あべ 弘士∥作 ブロンズ新社

スサノオ 飯野 和好∥文　絵 パイインターナショナル

だっこっこ 穂高 順也∥さく 岩崎書店

だいすきシャンシャン KADOKAWA

ねるじかん 鈴木 のりたけ∥作　絵 アリス館

はりねずみのおいしゃさん ふくざわ ゆみこ∥作 世界文化社

はつめいだいすき ピップ　ジョーンズ∥ぶん BL出版

ペロのおしごと 樋勝 朋巳∥作 小学館

またまた ねえ、どれがいい? ジョン　バーニンガム∥さく 評論社

もったいないばあさんのおいしいあいうえお 真珠 まりこ∥作　絵 講談社

よるのわがしやさん 穂高 順也∥文 文溪堂

れいぞうこからとーって! 竹与井 かこ∥著 アリス館


