
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

芸人と俳人 又吉 直樹∥著 集英社

天下 火坂  雅志／著 日本経済新聞出版社

余命 五木  寛之／著 祥伝社

今日も一日きみを見てた 角田 光代∥著 KADOKAWA

私の息子はサルだった 佐野 洋子∥著 新潮社

二度寝とは、遠くにありて想うもの 津村 記久子∥著 講談社

旅といっしょに生きてきた 橋田  寿賀子／著 祥伝社

よれよれ肉体百科 群 ようこ∥著 文藝春秋

ペコロスの母に会いに行く 岡野 雄一∥著 西日本新聞社

闇に咲く あさの あつこ∥著 PHP研究所

地下水路の夜 阿刀田 高∥著 新潮社

ブラック・ベルベット 恩田 陸∥著 双葉社

傘をもたない蟻たちは 加藤 シゲアキ∥著 KADOKAWA

さよなら、ニルヴァーナ 窪 美澄∥著 文藝春秋

島津は屈せず 近衛 龍春∥著 毎日新聞社

夜より黒きもの 高城 高∥著 東京創元社

毛利は残った 近衛 龍春∥著 毎日新聞社

マインド 今野 敏∥著 中央公論新社

明日の色 新野 剛志∥著 講談社

ヒポクラテスの誓い 中山 七里∥著 祥伝社

あなたが消えた夜に 中村 文則∥著 毎日新聞出版

長いお別れ 中島 京子∥著 文藝春秋

十津川警部裏切りの駅 西村 京太郎∥著 祥伝社

アンタッチャブル 馳 星周∥著 毎日新聞出版

蒼天見ゆ 葉室 麟∥著 KADOKAWA

ラプラスの魔女 東野 圭吾∥著 KADOKAWA

トイレのピエタ 松永 大司∥著 文藝春秋

リバース 湊 かなえ∥著 講談社



狼のようなイルマ 結城 充考∥著 祥伝社

あん ドリアン助川／〔著〕 ポプラ社

異国の影 佐伯 泰英∥著 新潮社

ミツハの一族 乾  ルカ／著 東京創元社

忘れられた巨人 カズオ・イシグロ／著 早川書房

持たざる者 金原  ひとみ／著 集英社

夜また夜の深い夜 桐野  夏生／著 幻冬舎

夏の雷音 堂場  瞬一／著 小学館

天下 火坂  雅志／著 日本経済新聞出版社

愛を積むひと 朝原 雄三∥脚本 小学館

≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

日本の最も美しい図書館 立野井 一恵∥文 エクスナレッジ

公立図書館における課題解決支援サービスに関する実態調査報告書 全国公共図書館協議会／編 全国公共図書館協議会

答えはすべて本に書いてある。 川上　徹也／著 あさ出版

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

九十九怪談 木原 浩勝∥著 KADOKAWA

ノンフィクション作家だってお化けは怖い 工藤 美代子∥著 KADOKAWA

受賞に輝く人々 北海道総務部人事局人事課／編 北海道

皇室 一般財団法人  日本文化興隆財団／企画 扶桑社

台湾 昭文社

るるぶ韓国 JTBパブリッシング

日本の反知性主義 内田 樹∥編 晶文社

ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋 源一郎∥著 朝日新聞出版

「イスラム国」謎の組織構造に迫る サミュエル  ローラン∥著 集英社

撤退するアメリカと「無秩序」の世紀 ブレット・スティーブンズ／著 ダイヤモンド社

いま生きる「資本論」 佐藤 優∥著 新潮社

戦後経済史 野口 悠紀雄∥著 東洋経済新報社



国際協力レポーター報告書 〔国際協力機構〕

大丈夫!みんなあなたのことが好き 佐藤 康行∥著 日本アイ・ジー・エー

金融商品なんでも百科 伊藤  宏一／監修 金融広報中央委員会

最新税金のしくみ 村田 克也∥監修 三修社

いちばんやさしいはじめて使う介護保険 角田  とよ子／監修 家の光協会

生きがい研究 長寿社会開発センター／編集 長寿社会開発センター

遺骨 栗原 俊雄∥著 岩波書店

北海道武蔵女子短期大学紀要 北海道武蔵女子短期大学

石ころ博士入門 高橋  直樹／著 全国農村教育協会

オキノタユウの島で 長谷川 博∥著 偕成社

うつ病・新型うつ病の人との接し方を間違えない本 渡部 芳徳∥著 主婦の友インフォス情報社

おにぎらずとおにぎらずロール 郷　知詠子／著 Ｇ．Ｂ．

おかずサラダ カノウ ユミコ∥著 誠文堂新光社

クックパッドのおいしい厳選!作りおきレシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社

日本橋 おとなの週末∥編 講談社

ひと目でわかる！食品保存事典 島本  美由紀／著 講談社

やさしくわかる月齢別離乳食のきほん事典 太田 百合子∥監修 西東社

犬と笑う生活 あらい のりこ∥著 永岡書店

東京ディズニーシー完全ガイド 講談社

東京ディズニーランド完全ガイド 講談社

るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック ＪＴＢパブリッシング

明治絵画名作大観 桑村  憲賛／編集 同盟通信社

色えんぴつでかわいい鳥たち 秋草 愛∥著 パイインターナショナル

ちはやふる 末次  由紀／著 講談社

地球で生きている ヤマザキ  マリ／著 海竜社

ベイビーステップ 勝木　光／著 講談社

ベイビーステップ 勝木　光／著 講談社

うちの子が泣いてるワケ グレッグ　ペンブローク∥[編]著 新潮社

はじめましょ！ＰＰバンドで作るプラかごと小物 古木  明美／〔著〕 ブティック社



西川遙輝メッセージBOOK-ONE OF A KIND-唯一無二の存在 西川 遙輝∥著 廣済堂出版

サーフィンスタートＢＯＯＫ ＮＡＬＵ／監修 〓出版社

中高年の山歩きおたすけブック ブルーガイド／編 有楽出版社

はじめよう!山歩きレッスンブック 柏 澄子∥著 JTBパブリッシング

大相撲優勝力士100人 ベースボール・マガジン社

北海道道の駅ガイド 紺谷  充彦／著 北海道新聞社

職業は武装解除 瀬谷  ルミ子／著 朝日新聞出版

ふむふむ 三浦  しをん／著 新潮社

≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

マララ マララ　ユスフザイ∥著 岩崎書店

社会のしくみ図鑑 奥沢　朋美／文 玉川大学出版部

世界を平和にするためのささやかな提案 池澤 春菜∥著 河出書房新社

超こわい!超ふしぎ!日本の妖怪大集合200 山口 敏太郎∥著 西東社

ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌはじめてのふしぎ 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館

ボルネオでオランウータンに会う たかはし あきら∥ぶん 福音館書店

ぜんぶわかる!アサガオ 渡邉 弘晴∥著 ポプラ社

３Ｄプリンターのひみつ 大岩  ピュン／漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室

ケーキ屋さん・カフェで働く人たち 籏智  優子／著 ぺりかん社

大研究！ガムってすごい！ 兎谷  しぇぱこ／漫画 講談社ビーシー

日本の国立公園まるわかり事典 加藤 峰夫∥監修 PHP研究所

体験・遊びナビゲーター  ２ 国立青少年教育振興機構／監修 国立青少年教育振興機構

超ひっかけ!!運命ゲーム 小野寺 ぴりり紳∥作 ポプラ社

マザーランドの月 サリー　ガードナー∥著 小学館

勇者ライと3つの扉 エミリー　ロッダ∥著 KADOKAWA

ベッツィ・メイとこいぬ イーニッド・ブライトン／作 岩波書店

おばけやさん おかべ りか∥作 偕成社



パオズになったおひなさま 佐和 みずえ∥著 くもん出版

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋 玲子∥作 偕成社

ブロード街の12日間 デボラ　ホプキンソン∥著 あすなろ書房

勇者ライと3つの扉 エミリー　ロッダ∥著 KADOKAWA

人生とは、人の役に立つこと 大山  泰弘／著 ＷＡＶＥ出版

漁業国日本を知ろう  北海道の漁業 渡辺  一夫／文・写真 ほるぷ出版

アナと雪の女王エルサのサプライズ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

いもうとガイドブック ポーラ　メトカーフ∥文 少年写真新聞社

うずらちゃんのたからもの きもと ももこ∥さく 福音館書店

絵のすきなライオン ベニアミーノ　シドーティ∥作 ディー・ティー・ジャパン

おちゃわんかぞく 林  木林／文 白泉社

おウチをまもれ！ロックとキーチャ ふじさん／原作

くすのきだんちは10かいだて 武鹿 悦子∥作 ひかりのくに

ことりのみずあび マリサビーナ　ルッソ∥作 あすなろ書房

おりづるの旅 うみの しほ∥作 PHP研究所

そらまめくんのあたらしいベッド なかや みわ∥さく 小学館

ちっちゃなねずみくん なかえ  よしを／作 ポプラ社

つきよのくろてん 手島  圭三郎／絵・文 絵本塾出版

とんとんとんのりものだあれ かしわら あきお∥作　絵 永岡書店

なつはひるね 村上 康成∥作 フレーベル館

ニンニンジャーかぞく のぶみ／さく 講談社

のろまなローラー 小出 正吾∥さく 福音館書店

はこ 小野 不由美∥作 岩崎書店

まるまるだーれ? わかやま しずこ∥さく 童心社

ま、いっか! サトシン∥作 えほんの杜



もういいよったらもういいよ 香山 美子∥作 金の星社

ゆっくとすっく ねんねなんてもったいない? さこ ももみ∥え ひかりのくに

ゆっくとすっく ぎょうじってなあに? さこ ももみ∥え ひかりのくに


