
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

宮部みゆき全一冊 宮部 みゆき∥著 新潮社

ラストラン あさの あつこ∥著 幻冬舎

血の雫 相場 英雄∥著 新潮社

異世界でカフェを開店しました。　12 甘沢 林檎∥[著] アルファポリス

フーガはユーガ 伊坂 幸太郎∥著 実業之日本社

ウェディングプランナー 五十嵐 貴久∥著 祥伝社

男たちの船出 伊東 潤∥著 光文社

ネクスト・ギグ 鵜林 伸也∥[著] 東京創元社

犬も食わない 尾崎 世界観∥著 新潮社

小説CHANGE 金川 顕教∥著 サンライズパブリッシング

探偵は教室にいない 川澄 浩平∥著 東京創元社

エムエス 今野 敏∥著 講談社

どんまい 重松 清∥著 講談社

リベンジ 柴田 哲孝∥著 双葉社

こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保 裕一∥著 文藝春秋

不意撃ち 辻原 登∥著 河出書房新社

白いジオラマ 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

ダンデライオン 中田 永一∥著 小学館

沈黙のパレード 東野 圭吾∥著 文藝春秋

野の春 宮本 輝∥著 新潮社

先生、ちょっと人生相談いいですか? 瀬戸内 寂聴∥著 集英社インターナショナル

酒と莫迦の日々 高平 哲郎∥著 ヨシモトブックス

猫隠し 平野学 著 平野学

ブラック・スクリーム ジェフリー　ディーヴァー∥著 文藝春秋

よろず占い処陰陽屋秋の狐まつり 天野 頌子∥[著] ポプラ社

隠密同心　2 小杉 健治∥[著] KADOKAWA



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

<図解>「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 塚本 亮∥著 明日香出版社

皇室 第80号（平成30年秋号） 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

松浦武四郎 北海道博物館[ほか]／編集 勝毎光風社

るるぶ神戸’19 JTBパブリッシング

るるぶ兵庫’19 JTBパブリッシング

るるぶエジプト［2018］ JTBパブリッシング

るるぶハワイ’19 JTBパブリッシング

今さら聞けない!政治のキホンが2時間で全部頭に入る馬屋原 吉博∥著 すばる舎

こころ揺らす 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

天皇は本当にただの象徴に堕ちたのか 竹田 恒泰∥著 PHP研究所

SDGs経営の時代に求められるCSRとは何か 関 正雄∥著 第一法規

統計でふりかえる平成日本の30年 双葉社

ステップファミリーのきほんをまなぶ SAJ∥編 金剛出版

2018.9.6北海道胆振東部地震 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

スマホ社会の落とし穴 清川 輝基∥共著 少年写真新聞社

日高の教育をすすめるために　平成16年度 北海道教育庁日高教育局 北海道教育庁日高教育局

きたものがたり 北海道教育委員会／[編] 北海道教育委員会

偏差値35から10億稼げるようになったすごい勉強法金川 顕教∥著 ポプラ社

辺境メシ 高野 秀行∥著 文藝春秋

えりも町と日高管内の「海の生き物たち」 えりも町郷土資料館／編 えりも町

鳥説 鳥くん∥著 主婦の友社

家で死んでもいいんだよ 川上 嘉明∥著 法研

メンタル医療革命 榎本 稔∥著 PHP研究所

認知症対策の新常識 鈴木 宏幸∥著 日東書院本社

うつ消しごはん 藤川 徳美∥著 方丈社

マンガでわかる酒好き医師が教える最高の飲み方葉石 かおり∥著 日経BP社

スタンフォード式疲れない体 山田 知生∥著 サンマーク出版



北海道小清水「オホーツクの村」ものがたり 竹田津 実∥著 平凡社

身近なもので作るハンドメイドレク 寺西 恵里子∥著 朝日新聞出版

セーターの編み方ハンドブック 日本ヴォーグ社

ダンボール織り機で、手織りざぶとん 蔭山 はるみ∥著 誠文堂新光社

ゼロトレ 石村 友見∥著 サンマーク出版

みそさえあれば。 小島 喜和∥著 日東書院本社

札幌乙女ごはん。　Vｏｌ．3 松本 あやか∥著 Dybooks

じゃがいも・ブック 坂田 阿希子∥著 東京書籍

発酵おやつ 山田 奈美∥著 グラフィック社

ビレッジプライド 寺本 英仁∥著 ブックマン社

オリーブ 岡井 路子∥著 NHK出版

イオンを創った女 東海 友和∥著 プレジデント社

新道展  第６２回 新北海道美術協会／編 新北海道美術協会

新道展  第６３回 新北海道美術協会／編 新北海道美術協会

ムンクへの招待 朝日新聞出版∥著 朝日新聞出版

ちはやふる　37 末次 由紀∥著 講談社

ちはやふる　38 末次 由紀∥著 講談社

ちはやふる　39 末次 由紀∥著 講談社

義男の空　volume11 エアーダイブ∥制作 Dybooks

インテリアのナチュラルリメイク foglia∥著 誠文堂新光社

決断=実行 落合 博満∥著 ダイヤモンド社

北海道日本ハムファイターズの食事術 日本ハム株式会社∥著 女子栄養大学出版部

死に山 ドニー　アイカー∥著 河出書房新社

オータムセール  ２０１８　第１日目　第２日目 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

オータムセール  ２０１８　第３日目 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

名馬たちに教わったこと 武 豊∥著 双葉社

函館競馬場百年史 中央競馬ピーアール・センター／編 日本中央競馬会函館競馬場

スペイン語 JTBパブリッシング

藤田浩子の紙とえんぴつでおはなし 藤田 浩子∥編著 一声社



ウドウロク 有働 由美子∥著 新潮社

平成３０年度  インターンシップ研修集録 北海道浦河高等学校

実用六法　平成31年版 加藤 晋介∥監修 成美堂出版

住民基本台帳人口・世帯数表 国土地理協会 国土地理協会



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

天皇と元号の大研究 高森 明勅∥監修 PHP研究所

織田信長 藤咲 あゆな∥著 駒草出版

るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科 JTBパブリッシング

大人になったらしたい仕事　2 朝日中高生新聞編集部∥[編] 朝日学生新聞社

防災・防犯シミュレーション[1] 国崎 信江∥監修 ほるぷ出版

へんてこりんな宇宙図鑑 岩谷 圭介∥文 キノブックス

ここにも!そこにも!ダニ 皆越 ようせい∥写真　文 ポプラ社

この町工場から世界へ 『この町工場から世界へ』編集室∥編 理論社

火災報知器のひみつ 藤  みき生∥漫画 学研プラス

まるごとさつまいも 八田 尚子∥構成　文 絵本塾出版

かるた大会で大活躍!「百人一首」必勝のポイント50全日本かるた協会∥監修 メイツ出版

かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全 原 ゆたか∥原作　監修 ポプラ社

ヴンダーカンマー 樫崎 茜∥著 理論社

5分後に皮肉などんでん返し エブリスタ∥編 河出書房新社

竹取物語 長尾 剛∥文 汐文社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　10 廣嶋 玲子∥作 偕成社

メガネくんとハダシくん 二見 正直∥さく 偕成社

マネキンさんがきた 村中 李衣∥作 BL出版

アーサー王の世界　4 斉藤 洋∥作 静山社

ヒイラギ荘の小さな恋 チャールズ　ディケンズ∥作 理論社

まさかのハッピーエンド　2 サラ　ムリノフスキ∥著 PHP研究所

ヤング・シャーロック・ホームズ　vol.4 アンドリュー　レーン∥著 静山社

その年、わたしは噓をおぼえた ローレン　ウォーク∥作 さ・え・ら書房

クリスマスのあかり レンカ　ロジノフスカー∥作 福音館書店



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あおいちきゅうのいちにち　[3] エラ　ベイリー∥さく 評論社

いちにちなぞのいきもの ふくべ あきひろ∥さく PHP研究所

うみのごちそうしろくま 柴田 ケイコ∥作　絵 PHP研究所

カムイたち 木村  二三夫／さく リーブル出版

くものもくもくん みかみ  さおり／おはなし

クリスマスのおかいもの ルー　ピーコック∥ぶん ほるぷ出版

くすのきだんちのおきゃくさん 武鹿 悦子∥作 ひかりのくに

クリスマスだよ、デイビッド! デイビッド　シャノン∥さく 評論社

サンタようちえん 上原 結子∥作 画 イースト・プレス

しょくパンにんじゃ 苅田 澄子∥作 PHP研究所

ぜったいにおしちゃダメ? ビル　コッター∥さく サンクチュアリ出版

そらいろ 宗像  和恵／著 文芸社

それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ∥著 白泉社

だんめんず 加古 里子∥ぶん　え 福音館書店

のりものどうなってるの? and EIGHT∥さく 交通新聞社

富士山うたごよみ 俵 万智∥短歌　文 福音館書店

ぼくのばしょなのに 刀根 里衣∥著 NHK出版

ぽめちゃん 柴田 ケイコ∥著 白泉社

マイク・デービス サンドウィッチマン∥作 岩崎書店

みずとはなんじゃ? かこ さとし∥作 小峰書店

やましたくんはしゃべらない 山下 賢二∥作 岩崎書店


