
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

村上春樹の100曲 栗原 裕一郎∥編著 立東舎

罪びとの手 天祢 涼∥著 KADOKAWA

天子蒙塵　第３巻 浅田 次郎∥著 講談社

火花散る あさの あつこ∥著 PHP研究所

1ミリの後悔もない、はずがない 一木 けい∥著 新潮社

ライトマイファイア 伊東 潤∥著 毎日新聞出版

骨を弔う 宇佐美 まこと∥著 小学館

汗かきユウレイの権左衛門さん 如月 陽子∥著 共同文化社

火影に咲く 木内 昇∥著 集英社

鵜頭川村事件 櫛木 理宇∥著 文藝春秋

泥濘 黒川 博行∥著 文藝春秋

島のエアライン　上 黒木 亮∥著 毎日新聞出版

島のエアライン　下 黒木 亮∥著 毎日新聞出版

罪なき子 小杉 健治∥著 双葉社

真夜中の子供 辻 仁成∥著 河出書房新社

嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村 深月∥著 講談社

道具箱はささやく 長岡 弘樹∥著 祥伝社

宵物語 西尾 維新∥著 講談社

失楽園のイヴ 藤本 ひとみ∥著 講談社

堕天使たちの夜会 福田 和代∥著 朝日新聞出版

犯罪者　下 太田 愛∥[著] KADOKAWA

隠密同心　1 小杉 健治∥[著] KADOKAWA

札幌あやかしスープカレー 佐々木 禎子∥[著] ポプラ社

ビブリア古書堂の事件手帖　7 三上 延∥[著] KADOKAWA

アミ小さな宇宙人 エンリケ　バリオス∥著 徳間書店



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

北海道新聞縮刷版　２０１８年５月号 北海道新聞社

北海道の草花 梅沢 俊∥著 北海道新聞社

環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 環境省大臣官房環境計画課∥編集 日経印刷

たすけて!エクセルがむずかしいっス みやした ゆきこ∥文 日経BP社

カルピスをつくった男 三島海雲 山川 徹∥著 小学館

B☆B PhotoBook HOME B☆B∥著 北海道新聞社

るるぶ大阪 '19 JTBパブリッシング

るるぶ広島宮島 '19 JTBパブリッシング

るるぶ福岡 '19 JTBパブリッシング

るるぶグアム '19 JTBパブリッシング

「毒婦」和歌山カレー事件20年目の真実 田中 ひかる∥著 ビジネス社

すぐに役立つ入門図解最新告訴・告発・刑事トラブル解決マニュアル 木島 康雄∥監修 三修社

世界で活躍する仕事100 三菱UFJリサーチ&コンサルティング∥編 東洋経済新報社

私が「ダメ上司」だった33の理由 午堂 登紀雄∥著 日本実業出版社

図解募集から内定までの採用マニュアル 本田 和盛∥著 成美堂出版

はじめてでもわかる簿記と経理の仕事 '18～'19年版 堀江 國明∥著 成美堂出版

知らないと損をする最新配偶者控除 梅本 正樹∥著 秀和システム

身近な人が障害をもったときの手続きのすべて 鈴木 四季∥監修 自由国民社

よくある子どもの病気・ケガまずの対応マニュアル 新谷 まさこ∥著 ひかりのくに

0～6歳わが子の困った行動に感情的にならずに対処する方法 ジェリー　ワイコフ∥著 カンゼン

図解アイヌ 角田 陽一∥著 新紀元社

とんでもない死に方の科学 コーディー　キャシディー∥著 河出書房新社

つくってあそぼう! 吉井 潤∥著 青弓社

岩石の科学 西川 有司∥著 日刊工業新聞社

平成２９年度実施報告書 アポイ環境科学委員会運営事務局／編集 様似町

平成２９年度実施報告書 アポイ環境科学委員会運営事務局／編集 様似町

平成２９年度実施報告書 アポイ環境科学委員会運営事務局／編集 様似町



新日本の探鳥地 北海道編 BIRDER編集部∥編 文一総合出版

鹿と日本人 田中 淳夫∥著 築地書館

肝臓病 泉 並木∥著 主婦の友社

DIY基本テクニック百科 学研プラス

かたちがステキな大人の帽子 ブティック社

その手があったか!おつかれ晩ごはん 家ごはん研究会∥著 KADOKAWA

から揚げは、「余熱で火を通す」が正解! 上田 淳子∥著 家の光協会

スグやせ!糖質オフのラクうまレシピ150 江部 康二∥著 ナツメ社

白崎裕子の必要最小限レシピ 白崎 裕子∥著 KADOKAWA

ひんやり夏和菓子 鳥居 満智栄∥著 淡交社

ゼロから分かる!日本茶の楽しみ方 ブレケル　オスカル∥著 世界文化社

その症状、すぐ病院に行くべき?行く必要なし? 山中 克郎∥著 CCCメディアハウス

イノベーションの大地北海道 鷲田 小彌太∥著 言視舎

北海道農業・農村の動向　平成２９年度 農政部農政課／編 北海道

北海道農業・農村統計表　平成２９年度 農政部農政課／編 北海道

北海道森林づくり白書　平成２９年度 北海道水産林務部総務課林務企画グループ／編 北海道

北海道水産業・漁村のすがた　２０１８ 北海道水産林務部総務課水産企画グループ／編 北海道

子どもといく東京ディズニーリゾートナビガイド　2018-2019 講談社

ちぎり絵の絵手紙12ケ月 大森 節子∥著 日貿出版社

二十四節気を楽しむ遊び文字アイデア集 森 千景∥著 日貿出版社

トトロの生まれたところ 宮崎 駿∥監修 岩波書店

やっぱ志ん生だな! ビートたけし∥著 フィルムアート社

絶対拾う!つなげる!バレーボールリベロ必勝のポイント50 酒井 大祐∥監修 メイツ出版

証言大谷翔平 野村 克也∥ほか著 宝島社

セレクションセール　２０１８ 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部

自分ツッコミくまののんびりシンプル旅行英会話 ナガノ∥イラスト KADOKAWA



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

土砂災害とひなん 佐藤 丈晴∥著 吉備人出版

生きものとつながる石ころ探検 盛口 満∥文　絵 少年写真新聞社

昆虫の体重測定 吉谷 昭憲∥文　絵 福音館書店

ひとりでできる子どもキッチン 上田 淳子∥著 講談社

キリンの運びかた、教えます 岩貞 るみこ∥文 講談社

5億年後に意外な結末 菅原 そうた∥原作 学研プラス

牛乳パックで作るミニチュア家電 佐藤 京子∥著 ブティック社

ダンボールで作る楽しい自販機&ガチャ 大野 萌菜美∥監修 ブティック社

小平奈緒 甲斐 毅彦∥編 汐文社

嘉納治五郎 真田 久∥監修 小学館

ハーブ魔女とふしぎなかぎ あんびる やすこ∥作　絵 ポプラ社

シロガラス　5 佐藤 多佳子∥著 偕成社

ヤイレスーホ 菅野 雪虫∥著 講談社

ミコとまぼろしの女王 遠崎 史朗∥作 ポプラ社

セパ! 虹山 つるみ∥作 ポプラ社

ぼくたちのP にしがき ようこ∥作 小学館

かいけつゾロリのドラゴンたいじ　2 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社

百物語　1 日本児童文学者協会∥編 文溪堂

昔話法廷　Season3 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班∥編 金の星社

名探偵ホームズ踊る人形 アーサー　コナン　ドイル∥作 理論社



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あかちゃんがどんぶらこ! アラン　アールバーグ∥文 徳間書店

1型糖尿病を2025年までに治します! 清水 風外∥絵と文 日本IDDMネットワーク

いいからいいから　5 長谷川 義史∥作 絵本館

えほん七十二候 白井 明大∥作 講談社

おともだちたべちゃった ハイディ　マッキノン∥さく 潮出版社

おおかみとしちひきのこやぎ グリム∥[原作] フレーベル館

おばけのかくれんぼべんとう 木坂 涼∥文 教育画劇

この計画はひみつです ジョナ　ウィンター∥文 鈴木出版

このいえもむかしは ジュリー　フォリアーノ∥文 BL出版

実物大!世界のどうぶつ絵本 ソフィー　ヘン∥作 あすなろ書房

旅の絵本　9 安野 光雅∥[著] 福音館書店

ちっちゃなトラックレッドくんとイエローくん みやにし たつや∥作絵 ひさかたチャイルド

ちっちゃなトラックレッドくん みやにし たつや∥作　絵 ひさかたチャイルド

どしゃぶり おーなり 由子∥ぶん 講談社

はなちゃんとチクリとびょうきのおはなし しみず ふうがい∥えとぶん 日本IDDMネットワーク

バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか∥作 絵 文渓堂

バムとケロのそらのたび 島田 ゆか∥作 絵 文渓堂

パパとママとはなちゃんのおはなし しみず ふうがい∥えとぶん 日本IDDMネットワーク

へんしんたんてい あきやま ただし∥作　絵 金の星社

ペンギンクルーズ のはな はるか∥作 くもん出版

まほうつかい いしかわ こうじ∥作　絵 偕成社

まわるよる tupera tupera∥さく 小学館

ようかいえんのばけくらべ 白土 あつこ∥作　絵 ひさかたチャイルド

なーんにみえる?わくわくパン コローロ∥せいさく 赤ちゃんとママ社


