
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

新ひだか文芸 竹田  雄三／編 新ひだか文芸刊行委員会

一〇三歳、ひとりで生きる作法 篠田 桃紅∥著 幻冬舎

天下人の茶 伊東 潤∥著 文藝春秋

魔女の封印 大沢 在昌∥著 文藝春秋

王様ゲーム 金沢 伸明∥著 双葉社

GOSICK 桜庭 一樹∥著 KADOKAWA

ルミッキ サラ　シムッカ∥著 西村書店

光のない海 白石 一文∥著 集英社

ブルーアウト 鈴木 光司∥著 小学館

言い訳だらけの人生 平 安寿子∥著 光文社

モナドの領域 筒井 康隆∥著 新潮社

私は存在が空気 中田 永一∥著 祥伝社

ズッコケ熟年三人組 那須 正幹∥著 ポプラ社

掟上今日子の退職願 西尾 維新∥著 講談社

優しい言葉 群 ようこ∥[著] 角川春樹事務所

小説母と暮せば 山田 洋次∥著 集英社

砕かれた鍵 逢坂 剛∥著 集英社

竹屋ノ渡 佐伯 泰英∥著 双葉社

旅立ノ朝 佐伯 泰英∥著 双葉社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

司書はゆるりと魔女になる 大島 真理∥著 郵研社

北海道新聞縮刷版 北海道新聞社

北海道歴史文化財団年報 北海道歴史文化財団／編 北海道歴史文化財団

なぜあの人はいつもお金に困らないのか? 内藤 誼人∥著 ぱる出版

るるぶタイ バンコク・アユタヤ JTBパブリッシング

ニュースで伝えられないこの国の正体 辛坊 治郎∥著 KADOKAWA

習近平の権力闘争 中澤 克二∥著 日本経済新聞出版社

あの企業のお家騒動 長谷川 裕雅∥著 リベラル社

よくわかる空き家対策と特措法の手引き リレーション∥編著 日本加除出版

ひだかの子 日高管内国語教育研究会／編 日高管内教育研究連絡協議会

たっぷり!保育の手あそび・歌あそび 井上 明美∥編著 自由現代社(発売)

イラスト版6歳までのしつけと自立 谷田貝 公昭∥監修 合同出版

夷酋列像 北海道博物館／編 「夷酋列像」展実行委員会

北海道地質研究所報告 北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所 北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所

北海道の日本海・オホーツク海沿岸における津波履歴 川上源太郎・仁科健二・加瀬善洋・廣瀬亘・田近  淳・渡邊  達也・石丸  聡・嵯峨山  積・林  圭一・高橋  良・深見  浩司・田村  慎・輿水  健一・岡崎  紀俊・大津  直 地方独立行政法人北海道立総合研究機構  地質研究所

浦河鳥類目録 浦河探鳥クラブ 浦河鳥類クラブ

日本野鳥歳時記 大橋 弘一∥著 ナツメ社

死はこわくない 立花 隆∥著 文藝春秋

故人サイト 古田 雄介∥著 社会評論社

北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部地質研究所年報 北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所 北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部  地質研究所

厳選「本格焼酎」手帖 出倉 弘子∥編 世界文化社

ちりめんと古布でつくる和のお飾り ブティック社

子どもと食べたい時短おやつ 菅野 のな∥[著] 辰巳出版

ふたりの食卓、いつものおかず 浜内 千波∥著 成美堂出版

満腹!お楽しみ弁当 大庭 英子∥著 文化学園文化出版局

食物アレルギーをこわがらない!はじめての離乳食 伊藤 浩明∥監修 主婦の友社



アシのトラブルを学ぼう！ 田中  弘祐 公益社団法人  日本軽種馬協会

東京ディズニーシー完全ガイド 講談社

ベイビーステップ 勝木 光∥著 講談社

優駿の門 1～31 やまさき 拓味∥著 秋田書店

瞳の中のライバル やまさき  拓味 秋田書店

写真が上手くなる43の勘どころ 上田 晃司∥著 玄光社

北海道新聞報道写真集 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

ほっかいどう映画館グラフィティー 和田 由美∥著 亜璃西社

五郎丸日記 小松 成美∥著 実業之日本社

赤めだか 立川 談春∥著 扶桑社

今がわかる時代がわかる日本地図 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

レッドデータプランツ 矢原 徹一∥監修 山と溪谷社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

おふろやさんのまねきねこ とよた かずひこ∥さく　え ひさかたチャイルド

おたすけこびとのまいごさがし なかがわ ちひろ∥文 徳間書店

おしょうがつセブン もとした いづみ∥作 世界文化社

けしごむくん こんの ひとみ∥作 金の星社

地球のみえないところをのぞいてみたら てづか あけみ∥さく　え PHP研究所

東京駅 濱 美由紀∥作画 小学館

どーだっ! 後藤 竜二∥ぶん 新日本出版社

ななちゃんのおきがえ つがね ちかこ∥著 赤ちゃんとママ社

もう、ねるんだってば! ジョリ　ジョン∥さく そうえん社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あっぱれ!なんでも日本一 グループ　コロンブス∥構成 講談社

うわさの怪談絶叫Special 魔夜 妖一∥監修 成美堂出版

大村智ものがたり 馬場 錬成∥著 毎日新聞出版

市役所で働く人たち 谷 隆一∥著 ぺりかん社

大学のここが知りたい！ 名古屋  裕／まんが 株式会社文藝春秋企画出版部

12か月の行事のえほん 新谷 尚紀∥監修 講談社

極限の世界にすむ生き物たち 長沼 毅∥監修 誠文堂新光社

大研究！知っておこう！がんのこと ながざき  冬／漫画 講談社ビーシー

トミカコレクション ポプラ社

ものづくりを変える!3Dプリンター 荒舩 良孝∥文 岩崎書店

ＬＥＤのひみつ 谷  豊∥漫画 株式会社学研プラス  出版コミュニケーション室

4コマまんが!よりぬきしずくちゃん ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集 吉野 朋美∥監修 学研プラス

笑い猫の5分間怪談 那須田 淳∥責任編集　作 KADOKAWA

小泉八雲 筑摩書房編集部∥著 筑摩書房

ちいさなプリンセスソフィア まほうのペンダント KADOKAWA

ゆうかんな猫ミランダ エレナー　エスティス∥作 岩波書店

おばけのアッチ パン・パン・パンケーキ 角野 栄子∥さく ポプラ社

恐怖コレクター 佐東 みどり∥作 KADOKAWA

きえた!?かいけつゾロリ 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社

黒魔女さんが通る!! 石崎 洋司∥作 講談社

サッカク探偵団 藤江 じゅん∥作 KADOKAWA

真田十勇士 小前 亮∥作 小峰書店

チポロ 菅野 雪虫∥著 講談社

めいちゃんの500円玉 なかがわ ちひろ∥作　絵 アリス館

よるのとしょかんだいぼうけん 村中 李衣∥作 BL出版


