
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

江戸川乱歩傑作集 江戸川 乱歩∥著 リブレ出版

100万分の1回のねこ 江國 香織∥著 講談社

自閉症の僕の七転び八起き 東田 直樹∥著 KADOKAWA

村上さんのところ 村上 春樹∥答えるひと 新潮社

ルミッキ サラ　シムッカ∥著 西村書店

放課後の厨房男子 秋川 滝美∥著 幻冬舎

つまをめとらば 青山 文平∥著 文藝春秋

太閤の巨いなる遺命 岩井 三四二∥著 講談社

奇縁七景 乾 ルカ∥著 光文社

夜想曲 太田 忠司∥著 光文社

トンネルの森1945 角野 栄子∥著 KADOKAWA

連鶴 梶 よう子∥著 祥伝社

強襲 笹本 稜平∥著 徳間書店

匿名者のためのスピカ 島本 理生∥著 祥伝社

おいしいものと恋のはなし 田辺 聖子∥著 世界文化社

日付変更線 辻 仁成∥著 集英社

日付変更線 辻 仁成∥著 集英社

水曜日の凱歌 乃南 アサ∥著 新潮社

悲素 帚木 蓬生∥著 新潮社

なりたい 畠中 恵∥著 新潮社

ベトナムの桜 平岩 弓枝∥著 毎日新聞出版

流 東山 彰良∥著 講談社

トリダシ 本城 雅人∥著 文藝春秋

あの家に暮らす四人の女 三浦 しをん∥著 中央公論新社

息ができない 吉村 龍一∥著 徳間書店

石の裏にも三年 北大路 公子∥著 集英社

チャイルド44 トム　ロブ　スミス∥[著] 新潮社



チャイルド44 トム　ロブ　スミス∥[著] 新潮社

ガールズ・ステップ 宇山 佳佑∥著 集英社

桜(はな)吹雪 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

意次ノ妄 佐伯 泰英∥著 双葉社

ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン 時雨沢 恵一∥[著] KADOKAWA

めまい 唯川 恵∥著 集英社

≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

日本児童図書出版協会の六十年 日本児童図書出版協会

アイヌ民族：歴史と現在〈改訂版〉 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

アイヌ民族：歴史と現在〈改訂版〉 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

歴史認識とは何か 細谷 雄一∥著 新潮社

戦後70年北海道と戦争 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

皇室 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

ルポ過激派組織IS 別府 正一郎∥著 NHK出版

集団的自衛権の行使に反対する。 平 正和∥著 ウインかもがわ

ちょい投資 荻原 博子∥著 中央公論新社

会計検査事例１００選 公会計研究協会／編 公会計研究協会

資格取り方選び方全ガイド 高橋書店編集部∥編 高橋書店

全国短大受験ガイド 旺文社∥編 旺文社

子どもを志望校に合格させる親の習慣 時田 啓光∥著 PHP研究所

12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる! ランディー由紀子∥著 WAVE出版

身近な人の葬儀と葬儀後の手続き届け出がわかる本 小関　勝紀／監修 学研パブリッシング

もしもあの動物と暮らしたら!? 小菅 正夫∥著 新星出版社

自閉症スペクトラム<アスペルガー症候群>の本 宮本 信也∥監修 主婦の友社

SNSって面白いの? 草野 真一∥著 講談社

腸を元気にするレシピ109 魚柄 仁之助∥著 飛鳥新社

そしゃくと嚥下の発達がわかる本 山崎 祥子∥著 芽ばえ社



農と食のサイエンス 農林水産技術会議事務局総務課∥編集 農林水産省農林水産技術会議事務局

減反廃止 荒幡 克己∥著 日本経済新聞出版社

北海道の新顔野菜 安達 英人∥[著] 北海道協同組合通信社

新たな時代の軽種馬生産 社団法人中央畜産会／編集 日本中央競馬会

キッザニア裏技ガイド キッザニア裏技調査隊∥編 廣済堂出版

銀の匙 荒川 弘∥著 小学館

マンガでわかる戦後ニッポン 手塚 治虫∥著 双葉社

おもてなし折り紙 小林 一夫∥著 ソシム

高校野球100年のヒーロー 楊 順行∥著 ベースボール・マガジン社

私には山がある 田部井 淳子∥著 PHP研究所

ゼロから始める釣法別海釣り入門 近藤  利紀／企画・執筆・撮影 コスミック出版

サマーセール 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

セレクションセール 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

セレクションセール 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

サマーセール 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

サマーセール 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

棋聖 天野宗歩手合集 内藤 国雄∥著 木本書店

品よく美しく伝わる「大和言葉」たしなみ帖 吉田 裕子∥監修 永岡書店

「今、あなたに贈りたい漢字コンテスト」受賞作品集  二〇一四年度 公益財団法人日本漢字能力検定協会／編集 公益財団法人日本漢字能力検定協会

「今、あなたに贈りたい漢字コンテスト」受賞作品集  二〇一三年度 公益財団法人日本漢字能力検定協会／編集 公益財団法人日本漢字能力検定協会

複合大噴火 上前 淳一郎∥著 文藝春秋

≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

論語くん 三谷 幸広∥まんが 毎日新聞出版

中学時代にガンバれる40の言葉 中谷 彰宏∥著 PHP研究所

夢をかなえる職業ガイド PHP研究所∥編 PHP研究所

みぢかなやってみよう図鑑 大久保 茂徳∥監修 チャイルド本社

はじめてのむしのしいくとかんさつ 筒井 学∥写真　文 学研教育出版



工場で働く人たち 松井 大助∥著 ぺりかん社

トミカ超図鑑デラックス ポプラ社

大研究！チョコレートって楽しい！ 小川  京美／漫画 講談社ビーシー

わくわくさんのこども工作 久保田 雅人∥著 ブティック社

10分で読めるスポーツで夢をあたえた人の伝記 塩谷 京子∥監修 学研教育出版

「走る」のなぞをさぐる 高野 進∥著 少年写真新聞社

13歳の少女が見た沖縄戦 安田 未知子∥著 WAVE出版

笑い猫の5分間怪談 那須田 淳∥責任編集 KADOKAWA

笑い猫の5分間怪談 那須田 淳∥責任編集 KADOKAWA

アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 D.D.エヴェレスト∥著 あすなろ書房

インサイド・ヘッド KADOKAWA

かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社

サッカク探偵団 藤江 じゅん∥作 KADOKAWA

ぞくぞく村のランプの精ジンジン 末吉 暁子∥作 あかね書房

小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話 野坂 昭如∥原作 世界文化社

「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希 一樹∥著 学研教育出版

7分間でゾッとする7つの話 山口 タオ∥著 講談社

バケモノの子 細田 守∥原作 KADOKAWA

≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

おばけだじょ tupera tupera∥さく 学研教育出版

およげないさかな せな けいこ∥作　絵 ポプラ社

このあしだあれ? ネイチャー&サイエンス∥編 河出書房新社

せんそうしない たにかわ しゅんたろう∥ぶん 講談社

そらいろ男爵 ジル　ボム∥文 主婦の友社

だいすきなパパへ ジェシカ　バグリー∥作 あすなろ書房

ちいさなおおきなき 夢枕 獏∥作 小学館

としょかんへいこう 斉藤 洋∥作 講談社



どんどんくるくる 中尾 昌稔∥ぶん 大日本図書

はしる!新幹線「かがやき」 鎌田 歩∥[作] PHP研究所

はしれ!きかんしゃまめでん 間瀬 なおかた∥作　絵 金の星社

パンやのろくちゃん なつだよ! 長谷川 義史∥作 小学館

びっくりおおかみ 佐々木 マキ∥作　絵 フレーベル館

ぷっぺと銭湯おとうさん よしなが こうたく∥さく 好学社

まって アントワネット　ポーティス∥作あすなろ書房

みずやりとうばん くすのき しげのり∥作 廣済堂あかつき


