
伝えたい
アイヌ民族の紋様
小川早苗・加藤町子 編

2,600円

絵物語  浅間
立松 和平 著／山中 桃子 絵

佐藤 優子 構成・文

森本 壽子 著
平澤 香代子 絵

1,905円

2,857円

こひつじハイル

1,500円

1,500円

1,200円

1,900円

1,857円

1,800円

1,700円

2,400円2,200円

写真集・絵本

長年アイヌ文化の伝承と
作品制作活動に携わって
こられた、小川早苗氏と加
藤町子氏のコレクションを
纏め、アイヌ民族に伝わる
独特の紋様・文化を後世
に残す願いをこめて編ん
だ珠玉の一冊。

宙からきた子どもたち
森ヒロコ（絵）／中川素子（文）

絵から、浮かび上がった、
物語。
世界的にファンを持つ銅
版画家・森ヒロコの遺作と
なった『森ヒロコ作品集』
から着想を得て、中川素子
が構成した絵本。

私の風景
読売新聞北海道支社編集部 編

誰もが心に秘めている自
分だけの風景。
北海道にゆかりの深い42
名がつづる珠玉のエッセ
イと、情景を見事に切り取
った写真が織り成すフォ
トエッセイ集。

アサヒヤマ
旭山動物園写真集
亀畑 清隆・写真／原子 禅・文

見られているのは、ぼくた
ちのほうかもしれない。
まっすぐに問いかけてく
る瞳。のびのびとくつろぐ
姿。動物たちの思いがけ
ない姿にハッとする、旭
山動物園写真集。

子供から大人まで楽しめる
歴史絵本。小説『浅間』が、
絵本として生まれ変わる。

画と歌とエッセイでつづる
浪漫地詩図夢作品集
西洋建築慕情
島口 暉生 作
圧倒的緻密さとフリー
ハンドの温かな線が郷
愁を誘う至高の西洋建
築画作品集。

寺沢孝毅の「写」心伝心
天を売る島
寺沢 孝毅 写真・文

北海道天売島。この島
の類まれな自然と「い
のち」の輝きを写し、綴
った稀有な一冊。

はじまりは、
いつも楽しい
デザイナー・彫刻家
五十嵐威暢のつくる日々

世界的デザイナー・彫刻家の
五十嵐氏が語る仕事の流儀。

廣澤 順也 写真

おかえりなさい
北のふるさとへ

ふくよかな時間、いつもの
北海道。より道カメラ。
神奈川生まれの写真家が
見つけた北海道の「素顔」。

伊藤 健次 写真

山わたる風

朝日新聞の連載で大好評。
北海道にすむ生き物たち
の、愛らしく力強い姿を捉
えた写真集。

亀畑清隆 写真・文

ふるさと銀河線・駅
写真集  ＊
廃線までの365日

百年近く愛され続けた『ふ
るさと銀河線』の33駅の四
季の表情を切り取る。

空のまつり
三宅 知子 著
佐藤 正人 イラスト

子どもの好奇心と想像力
で日常の風景を切り取っ
た新鮮な驚きの詩集。

北海道の高原で生ま
れた子羊と迷子のミ
ツバチの友情の物語。
ハイルの名付け親、
第69代横綱 白鵬 推薦

原子 修 著
たかた のりこ 絵
平 倫子 英訳

モンゴルの白い馬

義経がモンゴルに渡っ
たという逸話を元に描か
れた美麗なる絵本。

原子 修 著
丸岡 慎一 絵

幼いユリカに

北海道詩壇が生んだ巨
人、原子修が孫娘ユリカ
に捧ぐ、魂魄の“遺言”の
詩。

原子 修 著
たかたのりこ 絵

この星に生まれたいの

日、英、独、仏、四ヶ国語
でつづられる大人のた
めの絵本。詩人・原子修
が反原発を訴える。

2,800円

1,429円

2,000円

2,100円

そら

1,400円

1,524円

1,429円

1.500円

1,400円

大島 和子 著

のろけんの弓道三昧
野呂健吉 弓道範士九段 自伝

野呂健吉、101歳の今も弓
道を続ける。一世紀にわた
る人生の軌跡を追う。

松本 洋 著

地球建築士
国際交流・協力の五十年

地球を隅から隅まで見てき
た国際交流の第一人者が自
ら語る、刺激に満ちた半生。

滝本 幸夫 著

私の中の深田久弥
「日本百名山」以降の北の山紀行

久弥を北海道に呼び寄せ
た男が、40 年の歳月を経て
まとめ上げた鎮魂の書。

日高 誠一 著

続・ターコイズ・
ブルーの海から
若き医師が見た米国

舞台はアメリカ。若き医師
のアメリカ生活の日々。

日高 誠一 著

ターコイズ・
ブルーの海から
若き医師が見たドーハ／ロンドン

心臓内科医の高みを目指し
海外へ飛び出した男の自伝。

久光 原 著

箱根を
駆け抜けた青春
北海道から箱根路へ

北海道から箱根路を目指した
若者たちを描く青春ドラマ。

細川 敏幸 著

科学を越えて
この世の不思議な物語

該博な知識を駆使し、科学
者としての目線で宗教、哲
学、歴史、教育を論じる。

細川 敏幸 著

科学のこころ
この世は案外おもしろい

歴史，文化，科学，人生の意
味を問い直す北海道大学教
授による「携帯エッセイ集」。

滝本 幸夫 著

復刻版
北の山の栄光と悲劇

北の山々で起きた悲劇を、
膨大な資料と長年の取材を
元に綴ったノンフィクション。

大瀧 敏裕 著

健康のカギは
シンプルライフ
健康大好き博士からのメッセージ

現役の内科医がすすめる
食生活と健康のあり方。

出村 明弘 著

ことばのご馳走
こころの滴をあなたに

長嶋茂雄ら著名人から市
井の人々まで、笑いと涙に
溢れるエッセイ集。

（一社）太田龍記念会 編

永遠の革命家
太田龍・追憶集
辺境最深部から

革命的思想家、太田龍が果た
した功績を顕彰・啓蒙する。

三ツ野 豊 著
神々の告白

世界の真実を解き明かす、
現代の黙示録！  衝撃の真
実、神々の一万年の秘密が
今ここに……。

澤田 幸展 著

人は囚われてこそ
囚われで読み解く
現代ストレス社会そして瞑想

医学博士・ストレス研究で知
られる著者がその術を伝授。

小田島 彩子 文・写真

気づきの旅
スペイン巡礼の道

1,363kmもの巡礼の道を歩
き通した心の旅。51点の写
真と共に綴る、再生の旅路。

斎藤 憲二 著

株式会社ドバイ
メディアが伝えない商業国家の真実

リーマン・ショックをドバイ
で体験した著者が、ドバイ
のありのままの姿を伝える。

森山 姓架 著
花のことば

部屋に飾られた一輪の花
が疲れた心を癒すように、
読むと気持が軽くなる、“花”
と“ことば”のマリアージュ。

若林 九里 著
さんぎゃ橋を越えて

戦中戦後の北海道に生き
る少女を軸に織り成される
素朴で美しい日々。次代に
残したい、真実の物語。

森 孝 著
地名を巡る北海道

北海道のおもしろ地名115。
その地で生きた人々の生活
が、その歴史がまるわかり！

laufen Cukaの
オホーツクまち発見!!
旅紀行
Cuka〈ラウフェン〉 著
知床生まれの著者が伝えた
いオホーツクの本当の魅力！

共同出版

1,800円

1,400円

1,300円

1,429円

1,400円

1,400円

1,500円

1,500円

1,714円

1,400円

1,500円

1,600円

2,000円

1,400円

1,200円


