
≪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

自然と身につく名歌で学ぶ文語文法 橋本 喜典∥著 角川文化振興財団

北海道俳句年鑑 荒船  青嶺／編 北海道俳句協会

マリコ、炎上 林 真理子∥著 文藝春秋

まっくらやみで見えたもの アンナ　リンジー∥著 河出書房新社

鼠、地獄を巡る 赤川 次郎∥著 KADOKAWA

眩(くらら) 朝井 まかて∥著 新潮社

あさが来た 古川 智映子∥原案 NHK出版

かんかん橋の向こう側 あさの あつこ∥著 KADOKAWA

水の継承者ノリア エンミ　イタランタ∥著 西村書店

気仙沼ミラクルガール 五十嵐 貴久∥著 幻冬舎

吹けよ風呼べよ嵐 伊東 潤∥著 祥伝社

花が咲くとき 乾 ルカ∥著 祥伝社

サブマリン 伊坂 幸太郎∥著 講談社

うめ婆行状記 宇江佐 真理∥著 朝日新聞出版

擬宝珠のある橋 宇江佐 真理∥著 文藝春秋

たまらなくグッドバイ 大津 光央∥著 宝島社

天使の棲む部屋 大倉 崇裕∥著 光文社

海の見える理髪店 荻原 浩∥著 集英社

タマゴマジック 恩田 陸∥著 河北新報出版センター

拳の先 角田 光代∥著 文藝春秋

さよなら、ママ キャロル　ガイトナー∥著 早川書房

軽井沢とサンティアゴ 齋藤 隆∥著 風詠社

アンと青春 坂木 司∥著 光文社

札幌アンダーソング 小路 幸也∥著 KADOKAWA

砂丘の蛙 柴田 哲孝∥著 光文社



恭一郎と七人の叔母 小路 幸也∥著 徳間書店

恩讐の鎮魂曲(レクイエム) 中山 七里∥著 講談社

KUHANA! 秦 建日子∥著 河出書房新社

バベル九朔 万城目 学∥著 KADOKAWA

ワンダフル・ワールド 村山 由佳∥著 新潮社

風聞き草墓標 諸田 玲子∥著 新潮社

神様のコドモ 山田 悠介∥著 幻冬舎

誰がために鐘を鳴らす 山本 幸久∥著 KADOKAWA

橋を渡る 吉田 修一∥著 文藝春秋

ようこそ、わが家へ 池井戸 潤∥著 小学館

真夜中のパン屋さん 大沼 紀子∥[著] ポプラ社

大名やくざ 風野 真知雄∥[著] 幻冬舎

きみはいい子 中脇 初枝∥[著] ポプラ社

小説土佐堀川 古川 智映子∥著 潮出版社

探偵の鑑定 松岡 圭祐∥[著] 講談社

あたしの一生 ディー　レディー∥著 小学館

迎え猫 輪渡 颯介∥[著] 講談社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

知って得する図書館の楽しみかた 吉井 潤∥著 勉誠出版

絵本はこころの架け橋 岡田 達信∥著 瑞雲舎

マンガでわかるビブリオバトルに挑戦! 谷口 忠大∥マンガ原案　監修 さ・え・ら書房

著作権がよ～くわかる本 リバーシティ法律事務所∥監修 秀和システム

おかんメール 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

アイヌ民俗技術調査 北海道教育委員会

和田文治朗  樺太アイヌ説話集 北原  次郎太／編集 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

北海道新冠地方におけるアイヌ語地名の調査と分析 高橋  靖以 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

ユカラ辞典 白老  楽しく・やさしいアイヌ語教室 白老  楽しく・やさしいアイヌ語教室

肩だけ触れて 切替  英雄／訳 北海道教育委員会

年若い私の姉三度土の倉につくられる 萱野  志朗／訳 北海道教育委員会

トゥミアンレウケプ  カニアンレウケプ 蓮池  悦子／訳 北海道教育委員会

「日本を解体する」戦争プロパガンダの現在 高橋 史朗∥著 宝島社

国旗と国章図鑑 苅安 望∥著 世界文化社

大橋鎭子と花森安治『暮しの手帖』二人三脚物語 塩澤 実信∥著 北辰堂出版

五代友厚と渋沢栄一 洋泉社

るるぶ東京 JTBパブリッシング

私の徳内紀行 菊地  栄吾／著 菊地栄吾

ごまめの歯ぎしり 計良 光範∥著 寿郎社

浦河町町制施行１００周年記念誌 浦河町／著 浦河町

わがまち再生プロジェクト 桑子 敏雄∥著 KADOKAWA

われらの北方領土 外務省

マンガでわかる相続の成功か失敗かはパートナーで決まる! 曽根 恵子∥監修 現代書林

超高齢社会 時評社

ストーカー加害者 田淵 俊彦∥著 河出書房新社



ケトン体が人類を救う 宗田 哲男∥著 光文社

すぐわかる糖尿病の治し方 鈴木 吉彦∥著 主婦の友社

帯状疱疹の痛みをとる本 本田 まりこ∥監修 講談社

食べながら血糖値を下げる!朝昼晩ごちそうレシピ 大柳 珠美∥監修 徳間書店

監察医が泣いた死体の再鑑定 上野 正彦∥著 東京書籍

からだにおいしいあたらしい栄養学 吉田 企世子∥監修 高橋書店

ケトジェニックダイエット 斎藤 糧三∥著 講談社

はじめての今さら聞けないツイッター入門 八木 重和∥著 秀和システム

はじめての今さら聞けないWi‐Fi入門 荒石 正二∥著 秀和システム

くり返し作りたい一生ものレシピ 石原 洋子∥著 学研プラス

暦の手仕事 中川 たま∥著 日本文芸社

さっくり軽いキッシュ 嶋崎 聖子∥著 家の光協会

ぬか漬けの基本 山田 奈美∥著 グラフィック社

はじめての手づくり和菓子 安田 由佳子∥著 学研プラス

ポリ袋でラクラク!オーブントースターで焼く天然酵母パン 梶 晶子∥著 河出書房新社

犬川柳 辰巳出版

訪日外国人観光客ビジネスがよ～くわかる本 森山 敬∥著 秀和システム

若冲ワンダフルワールド 辻 惟雄∥著 新潮社

ちはやふる 末次 由紀∥著 講談社

天才を作る親たちのルール 吉井 妙子∥著 文藝春秋

DVDでわかる!フットサル「攻めワザ」最強実戦オフェンス 稲葉 洸太郎∥監修 メイツ出版

北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドブック 北海道日本ハムファイターズ

勘違い慣用表現の辞典 西谷 裕子∥編 東京堂出版

るるぶ北海道 JTBパブリッシング

くらべてわかる哺乳類 小宮 輝之∥著 山と溪谷社

四季の花色図鑑 講談社∥編 講談社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

雷を打ち負かした女の子 寮  美千子／文・編集 アイヌ文化振興・研究推進機構

おきゃくさまはオバケ! あんびる やすこ∥著 岩崎書店

霧のなかの白い犬 アン　ブース∥著 あかね書房

遊べる!わかる!みんなのプログラミング入門 吉田 潤子∥著 リックテレコム

やっぱりこういうときどうするんだっけ 辰巳 渚∥著 毎日新聞出版

イラストマップとデータでわかる日本の地理 朝日新聞出版

南極のスコット大佐とシャクルトン 佐々木 マキ∥作 福音館書店

調べる学習子ども年鑑 朝日小学生新聞∥監修 岩崎書店

池上彰のみんなで考えよう18歳からの選挙 池上 彰∥監修 文溪堂

お金さえあればいい? 浜 矩子∥著 クレヨンハウス

銀行で働く人たち 小堂 敏郎∥著 ぺりかん社

おしりをふく話 斎藤 たま∥文 福音館書店

文章題がわかる 小林　敢治郎／著 小学館

分数・小数がわかる 小林 敢治郎∥著 小学館

文章題がわかる 小林 敢治郎∥著 小学館

ドラえもん科学ワールド生物の源・海の不思議 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館

なぜ?の図鑑 植物 海老原 淳∥監修 学研プラス

もっと知りたい！遺伝のこと 科学技術振興機構

食物アレルギーのひみつ 工藤  ケン∥漫画 学研プラス出版プラス事業部出版コミュニケーション室

人体絵本 ジュリアーノ・フォルナーリ／作 ポプラ社

ビタミン剤のひみつ おぎの  ひとし∥漫画 学研プラス出版プラス事業部出版コミュニケーション室

宿題に役だつ1日工作 小学館

ややっ、ひらめいた!奇想天外発明百科 マウゴジャタ　ミチェルスカ∥文 徳間書店

図解絵本工事現場 モリナガ ヨウ∥作　絵 ポプラ社

梅パワーのひみつ 田川  滋∥漫画 学研プラス出版プラス事業部出版コミュニケーション室

家電量販店のひみつ たまだ  まさお∥漫画 学研プラス出版プラス事業部出版コミュニケーション室



しずくちゃん ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

なぞなぞ学 稲葉 茂勝∥著 今人舎

わたしは樹木のお医者さん 石井 誠治∥著 くもん出版

かざれる!あそべる!春夏秋冬おりがみおもちゃ いまい みさ∥著 ベストセラーズ

アーロと少年 KADOKAWA

きつねの窓 安房 直子∥作 岩崎書店

くもの糸 芥川 龍之介∥作 岩崎書店

賢女ひきいる魔法の旅は ダイアナ　ウィン　ジョーンズ∥作 徳間書店

ショクパンのワルツ ながす みつき∥作 フレーベル館

動物と話せる少女リリアーネ タニヤ　シュテーブナー∥著 学研プラス

野うさぎパティシエのひみつ 小手鞠 るい∥作 金の星社

マーサとリーサ たかおか ゆみこ∥作　絵 岩崎書店

モンスター・ホテルでピクニック 柏葉 幸子∥作 小峰書店

笑い猫の5分間怪談 那須田 淳∥責任編集　作 KADOKAWA

10分で読めるわらい話 藤田 のぼる∥監修 学研プラス



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

Okikurmi's Adventures in Ainu Moshir［オキクルミの冒険］ Kayano Shigeru／Text プロジェクト・ウェペケレ

からすのくろいほし うめつ  ゆい／ぶん・え 財団法人  アイヌ文化振興  研究推進機構

ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ ゆみこ∥さく 教育画劇

さいごのひみつ いとう ひろし∥作 小学館

しかけのないしかけえほん のぶみ∥さく 幻冬舎

しろくろつけてよシマウマくん ながい いくこ∥作 そうえん社

しんかんせんでゴーッ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所

なでなでももんちゃん とよた かずひこ∥さく　え 童心社

ねこのにゃーた カワダ クニコ∥作 小学館

はるやさいのはるやすみ 林 木林∥作 ひかりのくに

まーだだよ 間部 香代∥作 鈴木出版

まだかなまだかな 竹下 文子∥作 ポプラ社

みどくんとあかくん サトシン∥さく えほんの杜

りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社


