
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ある昭和の家族 笠　耐／著 岩波書店

仮設にて 藤島　昌治／詩 遊行社

独女日記 藤堂　志津子／著 幻冬舎

マリコ、カンレキ！ 林  真理子／著 文芸春秋

ラストワルツ 村上　竜／著 ベストセラーズ

今日をいっしょうけんめいで生きる 吉沢　久子／著 海竜社

武道館 朝井　リョウ／著 文芸春秋

箱庭図書館 乙一／著 集英社

偽装 笹本　稜平／著 双葉社

ごんたくれ 西条　奈加／著 光文社

樹海 鈴木　光司／著 文芸春秋

浪華（なにわ）古本屋騒動記 堂垣　園江／著 講談社

百瀬、こっちを向いて。 中田　永一／著 祥伝社

「ななつ星」極秘作戦 西村　京太郎／著 文芸春秋

掟上今日子の推薦文 西尾　維新／著 講談社

山月庵茶会記 葉室　麟／著 講談社

過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

癌だましい 山内　令南／著 文芸春秋

空色バウムクーヘン 吉野　万理子／著 徳間書店

オカマだけどＯＬやってます。 能町　みね子／著 文芸春秋

隠密味見方同心 風野　真知雄／〔著〕 講談社

アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス／著 早川書房

閉門謹慎 佐伯　泰英／著 角川春樹事務所

くちびるに歌を 中田　永一／著 小学館

幕が上がる 平田　オリザ／〔著〕 講談社

とり残されて 宮部　みゆき／著 文芸春秋

レンタル・チルドレン 山田　悠介／〔著〕 幻冬舎

その時までサヨナラ 山田　悠介／著 文芸社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

学校司書・司書教諭・図書館担当者のための学校図書館スタートガイド 学校図書館スタートガイド編集委員会／編・著 少年写真新聞社

北海道ルール 都会生活研究プロジェクト〈北海道チーム〉／著 中経出版

パワスポＢＯＯＫ　北海道 梅乃／監修 株式会社ジー・リンク

超古代オーパーツＦＩＬＥ 並木　伸一郎／著 学研パブリッシング

天皇家の謎 歴史雑学探究倶楽部／編 学研

天皇・皇室ＦＩＬＥ 不二　竜彦／著 学研パブリッシング

歴代天皇ＦＩＬＥ 不二　竜彦／著 学研

知れば知るほど面白い！日本地図１５０の秘密 日本地理研究会／編 彩図社

なまら北海道 千石　涼太郎／著 広済堂出版

Ｎｏ　Ｎｕｋｅｓ 『Ｎｏ　Ｎｕｋｅｓヒロシマ　ナガサキ　フクシマ』編集部／編集 講談社

会社法 鳥山　恭一／著 学陽書房

中国人はなぜ「お金」しか信じないのか 石　平／著 ベストセラーズ

北海道あるある 岡田　大／編 宝島社

北海道終活がわかる本 福田　淳一／編 北海道新聞社

ルポ居所不明児童 石川　結貴／著 筑摩書房

絵本から学ぶ子どもの文化 浅木　尚実／編著 同文書院

うちの子、どうして言うこと聞かないの！と思ったら読む本 泉河　潤一／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

〈図解〉相対性理論と量子論 佐藤　勝彦／監修 ＰＨＰ研究所

本当にいる世界の「超危険生物」案内 実吉　達郎／著 笠倉出版社

男の更年期 柏瀬　宏隆／共著 日東書院本社

心の休ませ方 加藤　諦三／著 ＰＨＰ研究所

眼精疲労はまかせなさい！ 森岡　清史／著 現代書林

おいしい食べ方いけない食べ方 宝島社

滋養ごはん 池田　陽子／薬膳監修 日本文芸社

人生を楽しんでいる人は歳をとらない 川田　浩志／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

日本１００名城公式ガイドブック 日本城郭協会／監修 学研



ａ　ｓｕｎｎｙ　ｓｐｏｔ女の子のシンプルでかわいい服 村田　繭子／著 日本ヴォーグ社

女の子のよそゆき服 かわい　きみ子／著 主婦と生活社

やせる！体幹チューニング 須田　達史／著 マキノ出版

ココナッツオイルの本 ｃｏｃｏｎｕｔ　ｏｉｌ　ｐｒｏｊｅｃｔ／編 スペースシャワーネットワーク

お悩み解決！家庭菜園入門Ｑ＆Ａ ブティック社

葬送の仕事師たち 井上　理津子／著 新潮社

イベントの仕事で働く 岡星　竜美／著 ぺりかん社

ぷりっつさんち 松本　ぷりっつ／著 主婦の友社

葛西紀明４０歳を過ぎても衰えない人の秘密 佐々木  敏／著 詩想社

ほんとうの敬語 萩野　貞樹／著 ＰＨＰ研究所

だから、読み手に伝わらない！ 山口　拓朗／著 実務教育出版

朝から晩までＺＯＯっと英会話 デイビッド・セイン／著 アスコム

やっぱり北海道だべさ！！ 千石　涼太郎／著 双葉社

学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶応大学に現役合格した話 坪田　信貴／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

４０歳からは食べ方を変えなさい！ 済陽　高穂／著 三笠書房

なんもかんも北海道だべさ！！ 千石　涼太郎／著 双葉社

こんな夫婦に誰がした？ 綾小路　きみまろ／著 ＰＨＰ研究所

大学受験案内 学研／責任編集 学研教育出版

散歩の雲・空図鑑 岩槻　秀明／著 新星出版社

ブリタニカ国際年鑑 ブリタニカ・ジャパン

≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

これはなんのようちゅうかな？ 学研教育出版

タイムライダーズ アレックス・スカロウ／作 小学館

タイムライダーズ アレックス・スカロウ／作 小学館

シリーズ戦争　語りつごうヒロシマ・ナガサキ 安斎　育郎／文　監修 新日本出版社

シリーズ戦争　語りつごうヒロシマ・ナガサキ 安斎　育郎／文　監修 新日本出版社

ヒロシマ８月６日、少年の見た空 井上　こみち／文 学研教育出版



ドラえもん社会ワールド憲法って何だろう 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館

よのなかを変える技術 今　一生／著 河出書房新社

新やさしいこうさく 竹井　史郎／作 小峰書店

ぼろイスのボス ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 徳間書店

いのちのパレード 八束　澄子／著 講談社

おひさまへんにブルー 花形　みつる／著 国土社

おうだんほどうのムッシュトマーレ 香坂　直／作 小学館

怪盗ルパン ルブラン／原作 ポプラ社

怪盗ルパン ルブラン／原作 ポプラ社

怪盗ルパン ルブラン／原作 ポプラ社

≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

アブナイおふろやさん 山本　孝／作 ほるぷ出版

いろ いもと　ようこ／作絵 金の星社

カプセルプラレールトーマス ポプラ社

カプセルプラレールトーマス ポプラ社

カプセルプラレールトーマス ポプラ社

カプセルプラレールトーマス ポプラ社

けんかともだち 丘　修三／作 鈴木出版

ごはん 平野　恵理子／作 福音館書店

さんかんびにおめでとう！ くすのき　しげのり／作 講談社

たんぽぽはたんぽぽ おくはら　ゆめ／〔作〕 大日本図書

だれかさん 今森　光彦／切り絵 アリス館

ちっちゃなサリーはみていたよ ジャスティン・ロバーツ／ぶん 岩崎書店

ねっけつ！怪談部 林家　彦いち／作 あかね書房

ハテナはかせのへんてこいきものずかん ザ・キャビンカンパニー／作・絵 偕成社


