
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

文芸もんべつ もんべつ文芸協会／編 日高町文化協会

文芸もんべつ もんべつ文芸協会／編 日高町文化協会

生命は 吉野 弘∥著 リベラル社

「言葉の力」を感じるとき 柿本書房

十字路が見える 北方 謙三∥著 新潮社

一〇三歳になってわかったこと 篠田 桃紅∥著 幻冬舎

きょうかたるきのうのこと 平野 甲賀∥著 晶文社

ドクター・スリープ スティーヴン　キング∥著 文藝春秋

ドクター・スリープ スティーヴン　キング∥著 文藝春秋

ゆらやみ あさの あつこ∥著 新潮社

贖い 五十嵐 貴久∥著 双葉社

還暦シェアハウス 泉　麻人／著 中央公論新社

私の恋人 上田 岳弘∥著 新潮社

極悪専用 大沢 在昌∥著 文藝春秋

その愛の程度 小野寺 史宜∥著 講談社

天満明星池 加瀬 政広∥著 双葉社

抱く女 桐野 夏生∥著 新潮社

世界画廊の住人 栗原 ちひろ∥著 幻冬舎コミックス

世界画廊の住人 栗原 ちひろ∥著 幻冬舎コミックス

勁草 黒川 博行∥著 徳間書店

豹変 今野 敏∥著 KADOKAWA

モンローが死んだ日 小池 真理子∥著 毎日新聞出版

若冲 澤田 瞳子∥著 文藝春秋

啓火心 日明 恩∥著 双葉社

タッグ 日本推理作家協会∥編 角川春樹事務所

朝が来る 辻村 深月∥著 文藝春秋

黄金の時 堂場 瞬一∥著 文藝春秋

世界の果てのこどもたち 中脇 初枝∥著 講談社



兄と弟、あるいは書物と燃える石 長野 まゆみ∥著 大和書房

砂の王宮 楡 周平∥著 集英社

波止場にて 野中 柊∥著 新潮社

まったなし 畠中 恵∥著 文藝春秋

三人屋 原田 ひ香∥著 実業之日本社

しばしとどめん北斎羽衣 花形 みつる∥著 理論社

ライオンの歌が聞こえる 東川 篤哉∥著 祥伝社

BABEL 日野 草∥著 KADOKAWA

交換殺人はいかが? 深木 章子∥著 光文社

オールド・テロリスト 村上 龍∥著 文藝春秋

破落戸(ごろつき) 諸田 玲子∥著 文藝春秋

ジョン・マン 山本 一力∥著 講談社

アノニマス・コール 薬丸 岳∥著 KADOKAWA

街角の書店 F.ブラウン∥[ほか]著 東京創元社

ママは何でも知っている ジェイムズ　ヤッフェ∥著 早川書房

潮騒 三島 由紀夫∥著 新潮社

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 渡 航∥[著] 小学館

≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ICTことば辞典 大谷 和利∥著 三省堂

頭は「本の読み方」で磨かれる 茂木 健一郎∥著 三笠書房

クリエイターおすすめの絵本650冊 玄光社

ほんほん本の旅あるき 南陀楼綾繁∥著 産業編集センター

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

普及啓発講演会報告集 アイヌ文化振興・研究推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構

台湾の原住民族政策 常本  照樹／編 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

花とイナウ 北原  次郎太／著 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

アイヌ・アートが担う新たな役割 山崎  幸治  伊藤  敦規  城石梨  奈 北海道大学アイヌ・先住民研究センター



生きづらい時代と自己肯定感 高垣 忠一郎∥著 新日本出版社

振り回されない生き方 香山 リカ∥著 KADOKAWA

結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる 藤由 達藏∥著 青春出版社

禅の教室 洋泉社

江戸の人々の暮らし大全 柴田 謙介∥著 河出書房新社

新  浜中町史 浜中町 浜中町

行ってはいけない世界遺産 花霞 和彦∥著 CCCメディアハウス

アンネ・フランク・ハウス アンネ・フランク・ハウス／編集 文藝春秋社

こうして、世界は終わる ナオミ　オレスケス∥著 ダイヤモンド社

全国都市の特色ある施策集 全国市議会議長会∥編集 ぎょうせい

今日からはじめるライフプラン 地域社会ライフプラン協会

60歳からの本氣ざかり 辰彌 友哉∥著 現代書林

子どもの可能性を伸ばす「しない」子育て 高濱 正伸∥著 ベストセラーズ

知っておきたい北海道食(メシ)のキホン 萬谷 利久子∥監修 メイツ出版

結婚のしきたりとマナー新事典 ひぐち まり∥監修 朝日新聞出版

家族で楽しむ25の年中行事 辰巳 渚∥文 岩崎書店

日本の祭り ＮＰＯ日本の祭りネットワーク／監修 ゆめディア

Newton編集長の実験と工作 水谷 仁∥[著] ニュートンプレス

Newton編集長の実験と工作 水谷 仁∥[著] ニュートンプレス

中部・近畿・中国・四国のジオパーク 目代 邦康∥編 古今書院

北海道つながる海と川の生き物 川井　唯史／編著 北海道新聞社

欧米に寝たきり老人はいない 宮本 顕二∥著 中央公論新社

在宅ホスピスノート 徳永 進∥著 講談社

「神の手」11人に学ぶ学校・塾ガイド 現代書林特別取材班∥著 現代書林

糖尿病のごちそう術 河盛 隆造∥監修 主婦と生活社

認知症・行方不明者1万人の衝撃 NHK「認知症　行方不明者1万人」取材班∥著 幻冬舎

もの忘れ外来の専門医が教える「あきらめるな!」アルツハイマー病 宇野 正威∥著 主婦の友インフォス情報社

子宮筋腫 佐藤 孝道∥著 主婦の友社

鼻のせいかもしれません 黄川田 徹∥著 筑摩書房



ゼロから始めるロードバイクの本 枻出版社

トコトンやさしい自動車の化学の本 井沢 省吾∥著 日刊工業新聞社

大人服おしゃれセオリー 石田 純子∥監修 主婦の友社

フランス人は10着しか服を持たない ジェニファー　L.スコット∥著 大和書房

型紙なしのまっすぐ縫いで大人かわいいふだん服 松下 純子∥監修 朝日新聞出版

ゆかたの着付けと帯結び 大竹 恵理子∥著 成美堂出版

自分でつくるとっておきのビジューミサンガ&ブレスレット 河出書房新社編集部∥編 河出書房新社

いけるね!シカ肉おいしいレシピ60 松井 賢一∥著 農山漁村文化協会

塩分1食2g以下なのにコク旨!「減塩」レシピ 村上 祥子∥著 講談社

とっておきのローフードレシピ88 加藤 馨一∥著 キラジェンヌ

農家が教える産地のイチおし旬レシピ 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会

焼かずにかんたん基本のロースイーツレシピ 仲里 園子∥著 エンターブレイン

実家の片づけパーフェクトBOOK 渡部 亜矢∥著 光文社

北海道農業・農村の動向 農政部農政課／編 北海道

だから、ぼくは農家をスターにする 高橋 博之∥著 CCCメディアハウス

北海道農業・農村統計表 農政部農政課／編 北海道

実用庭木図鑑 ブティック社

ねこバカいぬバカ 養老　孟司／著 小学館

北海道森林づくり白書 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 北海道水産林務部総務課林務企画グループ／編 北海道

アオハライド 咲坂 伊緒∥著 集英社

ぷりっつさんち 松本 ぷりっつ∥著 主婦の友社

ぷりっつさんち 松本 ぷりっつ∥著 主婦の友社

ぷりっつさんち 松本 ぷりっつ∥著 主婦の友社

スタジオの音が聴こえる 高橋 健太郎∥著 DU BOOKS

花燃ゆ NHK出版

最新・最強の体幹トレーニング軸トレ 佐藤 拓矢∥著 新星出版社

修造本気塾 松岡 修造∥著 双葉社

頂点への道 錦織　圭／著 文芸春秋



バドミントン小椋久美子のレベルアップNAVI ベースボール・マガジン社

２０１５  Ｔｒａｉｎｉｎｇ  Ｓａｌｅ 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部／編 日高軽種馬農業協同組合北海道市場事業部

さりげなく思いやりが伝わる大和言葉 上野 誠∥著 幻冬舎

似ている英語 おかべ たかし∥文 東京書籍

≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

アンネ・フランク 石岡 史子∥監修 学研教育出版

10分で読めるリーダー・英雄になった人の伝記 塩谷 京子∥監修 学研教育出版

10分で読める命と平和につくした人の伝記 塩谷 京子∥監修 学研教育出版

冠婚葬祭儀式のひみつ 鳥飼  規世∥漫画 学研パブリッシンググローバルCB事業室

世界の子どもの遊び 寒川 恒夫∥監修 PHP研究所

にっぽんのおにぎり 白央 篤司∥著 理論社

みんなが知りたい!日本のユネスコ無形文化遺産がわかる本 カルチャーランド∥著 メイツ出版

クレヨンしんちゃんのまんが自由研究満点ブック 臼井 儀人∥キャラクター原作 双葉社

自由研究小学生 学研教育出版∥編 学研教育出版

イーダ ヨルン　フールム∥文 創元社

世界一おいしい火山の本 林 信太郎∥著 小峰書店

いそのなかまたち 中村 武弘∥写真　文 ポプラ社

エゾリス 竹田津 実∥文|写真 アリス館

タンチョウのきずな 久保 敬親∥写真と文 小学館

100年後の水を守る 橋本 淳司∥著 文研出版

漁師さんの森づくり 畠山 重篤∥著 講談社

ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡 鋭治∥作　絵 講談社

グラノーラ・コーンフレークのひみつ 山口 育孝∥漫画 学研パブリッシンググローバルCB事業室

桜守のはなし 佐野 藤右衛門∥作 講談社

広島の木に会いにいく 石田 優子∥著 偕成社

こども文様ずかん 下中 菜穂∥著 平凡社



夢へ翔けて ミケーラ　デプリンス∥著 ポプラ社

モノの数え方えほん 町田 健∥監修 日本図書センター

夏目漱石、読んじゃえば？ 奥泉　光／著 河出書房新社

あなたをずっとあいしてる 宮西 たつや∥作絵 ポプラ社

恐怖コレクター 佐東 みどり∥作 KADOKAWA

死神うどんカフェ1号店 石川 宏千花∥[著] 講談社

ジャレットのきらきら魔法 あんびる やすこ∥作　絵 ポプラ社

スモーキー山脈からの手紙 バーバラ　オコーナー∥作 評論社

チビまじょチャミー 藤 真知子∥作 岩崎書店

ねこのよめさま 松谷 みよ子∥作 ポプラ社

ふたごのでんしゃ 渡辺 茂男∥作 あかね書房

ベッツィ・メイとにんぎょう イーニッド　ブライトン∥作 岩波書店

幽霊魚 福田 隆浩∥著 講談社

ランドセルをしょったじぞうさん 古世古和子／さく 新日本出版社

≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あひる 石川 えりこ∥作 くもん出版

あなたがだいすき リザ　ベイカー∥作 フレーベル館

いのりの石 こやま 峰子∥文 フレーベル館

カーリーさんの庭 ジェイン　カトラー∥作 ポプラ社

キリンのセラフィナ ロラン　ド　ブリュノフ∥作 BL出版

ここがすき きたやま ようこ∥作 こぐま社

ころころくるりん 長野 ヒデ子∥作　絵 教育画劇

じしんのえほん 国崎 信江∥作 ポプラ社

そらとぶてっぱん 岡田 よしたか∥作　絵 ひかりのくに

たなからぼたもち くすのき しげのり∥作 廣済堂あかつき

たなばたさま いもと ようこ∥文　絵 金の星社



だるまさんと かがくい ひろし∥さく ブロンズ新社

ちいさなメリーゴーランド マーシャ　ブラウン∥作 瑞雲舎

チンチンボンボさん 室井 滋∥文 絵本館

どどどーんぱっ! とよた かずひこ∥作　絵 鈴木出版

ピーテル、はないちばへ 広野 多珂子∥文　絵 福音館書店

ピッピ、お買い物にいく アストリッド　リンドグレーン∥作 徳間書店

ぼくのたからもの 鈴木 まもる∥著 アリス館

まじょがかぜをひいたらね 高畠 じゅん子∥さく 理論社

まっかっかトマト いわさ ゆうこ∥さく 童心社

よるのかえりみち みやこし あきこ∥作 偕成社


