
書　　　　　　　名 編 著 者 名 発行元 発行年 請求記号

ゲッターズ飯田の『五星三心占い』決定版
ゲッターズ飯田
/著

朝日新聞出版 2018 148ｹﾂ

３秒決断思考 金川顕教/著 集英社 2018 159ｶﾅ

バカとつき合うな 堀江貴文/著 徳間書店 2018 159ﾎﾘ

ぼくらの死生観 英霊の渇く島に問う 青山繁晴/著 ワニブックス 2018 210ｱｵ

日本が戦ってくれて感謝しています２ 井上和彦/著 産経新聞出版 2018 210ｲﾉ

江戸三百藩大名列伝 小学館/著 小学館 2018 210ｴﾄ

卑弥呼以前の倭国五〇〇年 大平裕/著 PHP研究所 2018 210ｵｵ

日本国紀 百田尚樹/著 幻冬舎 2018 210ﾋﾔ

美幌町史 [昭和62～平成27年度] 美幌町/編集 美幌町 2018 H211ﾋﾎ

青森県史　通史編1　原始 古代 中性
青森県史編さん
通史部会/編集

青森県 2018 212ｱｵ

青森県史　通史編2　近世
青森県史編さん
通史部会/編集

青森県 2018 212ｱｵ

青森県史　通史編3　近現代 民俗
青森県史編さん
通史部会/編集

青森県 2018 212ｱｵ

受賞に輝く人々　平成29年
北海道総務部人
事局人事課/編
集

北海道 2018 H281ｼﾕ

徳田虎雄病院王外伝 大平誠/著 ＰＨＰ研究所 2018 289ﾄｸ

山旅句　随筆集 高澤光雄/著
北海道出版企画セ
ンター

2018 290ﾀｶ

北海道の地名
下中直人/発行
人

平凡社 2003 R291ﾎﾂ

極夜行 角幡唯介/著 文藝春秋 2018 297ｶｸ

日本統治下の朝鮮 木村光彦/著 中央公論新社 2018 332ｷﾑ

わかりやすい土地読本　[2018]
国土交通省土
地・建設産業局
総務課/監修

土地情報センター 2018 334ﾜｶ

いま君に伝えたいお金の話 村上世彰/著 幻冬舎 2018 338ﾑﾗ

住民基本台帳　人口・世帯数表　平成30年版
小・中学生向け
副読本編集委員
会/編集・執筆

国土地理協会 2018 358ｼﾕ

2018年12月の新しい本

1　　哲学・思想

２　　歴史・地理

３　　社会科学
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より良い未来のために　今日からはじめるライ
フプラン　平成30年度版

-
地域社会ライフプ
ラン協会

2018 365ﾖﾘ

30代の働く地図 玄田有史/編集 岩波書店 2018 366ｹﾝ

学校に行きたくない君へ
全国不登校新聞
社/編集

ポプラ社 2018 371ｾﾝ

市販本　新版　新しい歴史教科書　中学社会 杉原誠四郎/著 自由社 2015 375ｽｷ

北海道専修学校各種学校進学ガイド　2019 -
北海道私立専修学
校各種学校連合会

2018 H377ﾎﾂ

偏差値３５から１０億稼げるようになったすご
い勉強法

金川顕教/著 ポプラ社 2018 379ｶﾅ

アイヌ民族:歴史と現在 未来を共に生きるために 
中学生用

小・中学生向け
副読本編集委員
会/編集・執筆

アイヌ民族文化財
団

2018 H382ｱｲ

アイヌ民族:歴史と現在 未来を共に生きるために 
教師用指導書

小・中学生向け
副読本編集委員
会/編集・執筆

アイヌ民族文化財
団

2018 H382ｱｲ

公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構活
動史　２０年のあゆみ

公益財団法人ア
イヌ文化振興･
研究推進機構/
編集

公益財団法人アイ
ヌ文化振興･研究推
進機構

2018 H382ｺｳ

メンタル医療革命 榎本稔/著 ＰＨＰ研究所 2018 493ｴﾉ

50年の歩み　北海道ベーチェット病友の会発足
50周年

北海道ベー
チェット病友の
会/編集

北海道ベーチェッ
ト病友の会

2018 493ｺｼ

思いだしトレーニング 平成のできごと
朝日脳活ブック
ス編集部/著

朝日新聞出版 2018 498ｵﾓ

自律神経どこでもリセット! ずぼらヨガ 崎田ミナ/著 飛鳥新社 2017 498ｻｷ

酒好き医師が教える 最高の飲み方 太らない、翌
日に残らない、病気にならない

葉石かおり/著 日経BP社 2017 498ﾊｲ

蓄電池の上手な使い方　家庭で賢く節電・停電
対策

竹川敏夫/著 パワー社 2015 572ﾀｹ

いちばんやさしい つまみ細工の手習い帖 ひなぎく/著 ナツメ社 2016 594ﾋﾅ

私たちが食べ伝えたい 北海道郷土料理 星澤幸子/著 中央公論新社 2018 H596ﾎｼ

凡人のための地域再生入門　地元がヤバい…と
思ったら読む

木下斉/著 木下 斉 (著) 2018 601ｷﾉ

東北・北海道に渡った九谷焼　「北前船」日本
遺産認定記念　第1弾

-
石川県九谷焼美術
館

2018 751ﾄｳ

スキャンダル 墓場まで持っていかない話 髙部務/著 小学館 2018 770ﾀｶ

４　　自然科学

７　　芸術・スポーツ

５　　工　　　業

６　　産　　　業

８　　言　　　語
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開運！龍体文字の奇跡 森美智代/著 マキノ出版 2018 810ﾓﾘ

言の葉大賞　CONCEPT　BOOK　-2018秋
号-

言の葉協会　編
集委員会/編集

言の葉協会 2018 816ｺﾄ

ゼロからスタート英語ボランティア 観光ガイド
編

川本佐奈恵/著 Jリサーチ出版 2018 837ｶﾜ

こだわり、てづくり。　三浦綾子記念文学館、
市民と20年

開館20周年記
念事業・出版委
員会

三浦綾子記念文化
財団

2018 910ｺﾀ

津村節子展　生きること、書くこと
荒川区地域文化
スポーツ部ゆい
の森課/編集

荒川区 2018 910ﾂﾑ

吉村昭記念文学館　常設展示図録
荒川区地域文化
スポーツ部ゆい
の森課/編集

荒川区 2018 910ﾖｼ

利宇古宇vol.4　弘前大学文芸部ＯＢ
弘前大学文芸部
ＯＢ

弘前大学文芸部Ｏ
Ｂ

2018 910ﾘｳ

バウムクーヘン 谷川俊太郎/著 ナナロク社 2018 911ﾀﾆ

誰かを幸せにするために 大人の流儀8 伊集院静/著 講談社 2018 914ｲｼ

「旅と平和」エッセイ大賞　大賞受賞作品集 ピースポート ピースボート 2018 914ﾀﾋ

たまげだ話しっこ 新田郁子/著
ブイツーソリュー
ション

2018 914ﾆﾂ

結婚相手は抽選で 垣谷美雨/著 双葉社 2014 BFｶｷ

異郷のぞみし　空也十番勝負青春篇 佐伯泰英/著 双葉社 2018 BFｻｴ

スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 志駕晃/著 宝島社 2018 BFｼｶ

花怨　新装版 瀬戸内寂聴/著 講談社 2018 BFｾﾄ

献灯使 多和田葉子/著 講談社 2017 BFﾀﾜ

骸の鍵 麻見和史/著 双葉社 2018 Fｱｻ

悪玉伝 朝井まかて/著 角川書店 2018 Fｱｻ

潜在殺 渥美嬈児/著 河出書房新社 2018 Fｱﾂ

冷たい檻 伊岡瞬/著 中央公論新社 2018 Fｲｵ

フーガはユーガ 伊坂幸太郎/著 実業之日本社 2018 Fｲｻ

ラストレター 岩井俊二/著 文藝春秋 2018 Fｲﾜ

探偵は教室にいない 川澄浩平/著 東京創元社 2018 Fｶﾜ

チンギス紀 二 鳴動 北方謙三/著 集英社 2018 Fｷﾀ

歪んだ波紋 塩田武士/著 講談社 2018 Fｼｵ

９　　文　　　学
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人さらい 翔田寛/著 小学館 2018 Fｼﾖ

東京輪舞 月村了衛/著 小学館 2018 Fﾂｷ

ドライブインまほろば 遠田潤子/著 祥伝社 2018 Fﾄｵ

TAS特別師弟捜査員 中山七里/著 集英社 2018 Fﾅｶ

能面検事 中山七里/著 光文社 2018 Fﾅｶ

斗星、北天にあり 鳴神響一/著 徳間書店 2018 Fﾅﾙ

影ぞ恋しき 葉室麟/著 文藝春秋 2018 Fﾊﾑ

殿さま狸 箕輪諒/著
学研マーケティン
グ

2015 Fﾐﾉ

くせものの譜 箕輪諒/著 学研プラス 2016 Fﾐﾉ

野の春 流転の海 第9部 宮本輝/著 新潮社 2018 Fﾐﾔ

燃える波 村山由佳/著 中央公論新社 2018 Fﾑﾗ

熱帯 森見登美彦/著 文藝春秋 2018 Fﾓﾘ

悪童 小説 寅次郎の告白 山田洋次/著 講談社 2018 Fﾔﾏ

十三階の神 吉川英梨/著 双葉社 2018 Fﾖｼ

10歳からのプログラミング　ホームページや
ゲームをつくってみよう

中野コンテンツ
ネットワーク協
会/著

オーム社 2018 J007ﾅｶ

あたまがよくなる！だまし絵1ねんせい 竹内龍人/監修 学研プラス 2017 J141ﾀｹ

検定クイズ１００　歴史人物　戦国編 山村竜也/監修 ポプラ社 2011 J281ﾔﾏ

アイヌ民族:歴史と現在 未来を共に生きるために 
小学生用

小・中学生向け
副読本編集委員
会/編集・執筆

アイヌ民族文化財
団

2018 J382ｱｲ

星空を届けたい　出張プラネタリウム、はじめ
ました！

高橋真理子/著 ほるぷ出版 2018 J440ﾀｶ

ニューワイド学研の図鑑　恐竜 岡俊彦/発行人 学習研究社 2000 J457ﾆﾕ

小学館の図鑑 NEO 植物 門田裕一/監修 小学館 2018 J470ｼﾖ

ゼロ・エネルギー住宅のひみつ
大岩ピュン/漫
画

学研プラス 2018 J528ｵｵ

エクステリアのひみつ
たまだまさお/
漫画

学研プラス 2018 J528ﾀﾏ

火災報知器のひみつ 藤みき生/漫画 学研プラス 2018 J528ﾌｼ

キッチンのひみつ 宮原美香/漫画 学研プラス 2018 J528ﾐﾔ

J　　児 童 書
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フラッシュメモリのひみつ とだ勝之/漫画 学研プラス 2018 J535ﾄﾀ

工具のひみつ 水木繁/漫画 学研プラス 2018 J581ﾐｽ

あたまがよくなる！なぞなぞ１ねんせい 篠原菊紀/監修 学研プラス 2015 J798ｼﾉ

あたまがよくなる！たいけつゲーム1ねんせい 篠原菊紀/監修 学研プラス 2018 J798ｼﾉ

代表監督は11歳!! 1 秋口ぎぐる/著 集英社 2011 J913ｱｷ

ぼくらの怪盗戦争 宗田理/著 角川書店 2012 J913ｿｳ

若おかみは小学生! 映画ノベライズ 令丈ヒロ子/著 講談社 2018 J913ﾚｲ

若おかみは小学生！PART9 令丈ヒロ子/著 講談社 2007 J913ﾚｲ

若おかみは小学生！PART10 令丈ヒロ子/著 講談社 2007 J913ﾚｲ

クリスマスのあかり チェコのイブのできごと
レンカ・ロジノ
フスカー/著

福音館書店 2018 J989ﾛｼ

おうさまがかえってくる100びょうまえ! 柏原佳世子/著 えほんの杜 2018 Eｶｼ

ノンタンふわふわタータン
キヨノサチコ/
作・絵

偕成社 2005 Eｷﾖ

みずとはなんじゃ?
鈴木まもる/イ
ラスト

小峰書店 2018 Eｽｽ

ぱんつくったよ。
平田景/イラス
ト

国土社 2013 Eﾋﾗ

ババールとサンタクロース
ジャン・ド・ブ
リュノフ/作

評論社 1974 Eﾌﾘ

ヘンテコクレヨン
みやにしたつや
/著

学研プラス 2014 Eﾐﾔ

ヘンテコはみがきこ
みやにしたつや
/著

学研プラス 2015 Eﾐﾔ

どんぶらどんぶら七福神 柳原良平/画 こぐま社 2011 Eﾔﾅ

絵本 すみっコぐらし そらいろのまいにち
よこみぞゆり/
著

主婦と生活社 2018 Eﾖｺ

おせちいっかのおしょうがつ
わたなべあや/
著

佼成出版社 2008 Eﾜﾀ

E　　絵　　　本
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