
019 私が食べた本 　村田 沙耶香∥著 　朝日新聞出版

159 マンガでわかる自分を変える習慣力 　三浦 将∥[著] 　クロスメディア・パブリッシング

159 脱・呪縛 　鎌田 實∥著 　理論社

159 働き、悩み、生きる君への返信 　鈴木 一正∥著 　朝日出版社

159 医者が教える非まじめ老後のすすめ 　大塚 宣夫∥著 　PHPエディターズ・グループ

210 逆説の日本史 24 　井沢 元彦∥著 　小学館

289.1 鷹と生きる 　谷山 宏典∥著 　山と溪谷社

291 ブラタモリ　15・16 　NHK「ブラタモリ」制作班∥監修 　KADOKAWA

304 壊されつつあるこの国の未来 　辛坊 治郎∥著 　KADOKAWA

319 天皇を救った男笠井重治 　七尾 和晃∥著 　東洋経済新報社

338 60代から楽しくはじめる「株」1年生 　櫻井 英明∥著 　明日香出版社

368 炎上弁護士 　唐澤 貴洋∥著 　日本実業出版社

369 高齢者の手あそび・指あそび&足体操 　原田 律子∥編著 　いかだ社

379 スマホ勉強革命 　吉田 たかよし∥著 　青春出版社

【 雑書 】      　　★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０１９年１月１日～１月３１日分）

【人生訓・哲学】

【地理・歴史・伝記】

【社会・資格・教育】
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491 生命科学の未来 　本庶 佑∥著 　藤原書店

493 手足の痛み・しびれは自分で治せる! 　酒井 慎太郎∥著 　学研プラス

493 更年期からのコレステロールを下げる毎日ごはん 　田中 明∥病態監修 　女子栄養大学出版部

495 呪われ女子に、なっていませんか? 　山田 ノジル∥著 　ベストセラーズ

498 「小さないのち」を守る 　朝日新聞取材班∥著 　朝日新聞出版

537 日産自動車極秘ファイル2300枚 　川勝 宣昭∥著 　プレジデント社

539 原発ゼロ、やればできる 　小泉 純一郎∥著 　太田出版

547 シニアよ、インターネットでつながろう! 　牧 壮∥著 　カナリアコミュニケーションズ

590 使い果たす習慣 　森 秋子∥著 　KADOKAWA

594 かわいい野菜とフルーツがいっぱい 　前田 智美∥著 　日本ヴォーグ社

596 めんつゆレシピ 　みない きぬこ∥[著] 　枻出版社

596 頑張らない台所 　村上 祥子∥著 　大和書房

596 簡単!おいしい!いわし缶レシピ 　磯村 優貴恵∥著 　河出書房新社

597 PLUS 1 Living　　No.105 Ｗｉｎｔｅｒ ２０１９ 　 　株式会社主婦の友社

598 医師が教える!健康あんしん旅 　JR東京総合病院∥著　監修 　交通新聞社

723 怖いへんないきものの絵 　中野 京子∥著 　幻冬舎

726 ゴールデンカムイ　16 　野田 サトル∥著 　集英社

775 「大人計画」ができるまで 　松尾 スズキ∥著 　文藝春秋

【自然・理数・健康】

【手芸・料理・家事・技術】

【芸能・工芸・スポーツ・まんが】
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778 ねことじいちゃん 5 　岩合 光昭∥著 　クレヴィス

778B もののけ姫 　宮崎 駿∥原作　脚本　監督 　文藝春秋

779 働き方1.9 　ヒロシ∥著 　講談社

780 遠きにありて 　西川 美和∥著 　文藝春秋

782 箱根0区を駆ける者たち 　佐藤 俊∥著 　幻冬舎

783 20年目の松坂世代 　上重 聡∥著 　竹書房

814 大人の語彙力ノート　どっちが正しい?編 　齋藤 孝∥著 　SBクリエイティブ

914.6 海苔と卵と朝めし 　向田 邦子∥著 　河出書房新社

914.6 駄目な世代 　酒井 順子∥著 　KADOKAWA

914.6 われは歌えどもやぶれかぶれ 　椎名 誠∥著 　集英社

914.6 わるい食べもの 　千早 茜∥著 　ホーム社

914.6 読書間奏文 　藤崎 彩織∥著 　文藝春秋

929 82年生まれ、キム・ジヨン 　チョ ナムジュ∥著 　筑摩書房

933 大統領失踪　上・下 　ビル　クリントン∥著 　早川書房

933B 烙印　　上・下 　パトリシア　コーンウェル∥[著] 　講談社

F おとぎカンパニー 　田丸 雅智∥著 　光文社

F ばけばけ 　那須 正幹∥著 　ポプラ社

F 本好きの下剋上　第4部[5] 　香月 美夜∥著 　TOブックス

F 姫君の賦 　玉岡 かおる∥著 　PHP研究所

F ほどなく、お別れです 　長月 天音∥著 　小学館

F 黒猫のいない夜のディストピア 　森 晶麿∥著 　早川書房

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

【ことば・話し方】

【小説】
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F 宝島 　真藤 順丈∥著 　講談社

F 海近旅館 　柏井 壽∥著 　小学館

F 残心 　鏑木 蓮∥著 　徳間書店

F 平成くん、さようなら 　古市 憲寿∥著 　文藝春秋

F 芙蓉の干城(たて) 　松井 今朝子∥著 　集英社

F 麒麟児 　冲方 丁∥著 　KADOKAWA

F あなたの愛人の名前は 　島本 理生∥著 　集英社

F 本と鍵の季節 　米澤 穂信∥著 　集英社

F 神のダイスを見上げて 　知念 実希人∥著 　光文社

F 光まで5分 　桜木 紫乃∥著 　光文社

F 髪結百花 　泉 ゆたか∥著 　KADOKAWA

F フランス座 　ビートたけし∥著 　文藝春秋

F コヨーテの翼 　五十嵐 貴久∥著 　双葉社

F 骨まで愛して 　小泉 武夫∥著 　新潮社

F ハイキュー!!ショーセツバン!!　10 　古舘 春一∥[原]著 　集英社

F キンモクセイ 　今野 敏∥著 　朝日新聞出版

F 童の神 　今村 翔吾∥[著] 　角川春樹事務所

F カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 　長野 まゆみ∥著 　河出書房新社

F 珠玉 　彩瀬 まる∥著 　双葉社
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F 平場の月 　朝倉 かすみ∥著 　光文社

FB 魔法令嬢ともふもふの美少年 　江本 マシメサ∥著 　集英社

FB 異郷のぞみし 　佐伯 泰英∥著 　双葉社

FB ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　14 　大森 藤ノ∥著 　SBクリエイティブ

FB ソードアート・オンライン　21 　川原 礫∥[著] 　KADOKAWA

FB 下町やぶさか診療所 　池永 陽∥著 　集英社

FB 英国舶来幻想譚 　藍川 竜樹∥著 　集英社

FB 奈緒と磐音 　佐伯 泰英∥著 　文藝春秋

FB 未だ行ならず　上・下 　佐伯 泰英∥著 　双葉社

FB 相棒　season16下 　輿水 泰弘∥ほか脚本 　朝日新聞出版

FS 平戸から来た男 　西村 京太郎∥[著] 　徳間書店

H291 ＨＯ（ほ）　　２０１９年３月号 　 　ぶらんとマガジン社

H383 北海道民具事典　Ⅰ 　北海道民具事典編集委員会∥編 　北海道新聞社

J1 3分後にゾッとする話　2 　並木 伸一郎∥著 　理論社

J2 大谷吉継 　加来 耕三∥企画　構成　監修 　ポプラ社

J2 金栗四三 　大谷 じろう∥まんが 　小学館

J2 星の旅人 　小前 亮∥著 　小峰書店

J3 ぼくらの災害サバイバルBOOK 　国崎 信江∥監修 　主婦の友社

J4 つらら 　細島 雅代∥写真 　ポプラ社

J4 日本の恐竜大研究 　冨田 幸光∥監修 　PHP研究所

J5 大人になってこまらない 　遠藤 美季∥監修 　金の星社
マンガで身につくネットのルールとマナー

【北海道資料】

【　児童書　】
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J5 クジラのおなかからプラスチック 　保坂 直紀∥著 　旬報社

J7 人生を変えるアニメ 　河出書房新社∥編 　河出書房新社

J7 冒険!発見!大迷路魔法の王国 　原 裕朗∥作　絵 　ポプラ社

J8 ことばハンター 　飯間 浩明∥著 　ポプラ社

J8 マンガでおぼえる品格のある知的な日本語 　齋藤 孝∥著 　岩崎書店

J9 おねえちゃんって、まいにちはらはら! 　いとう みく∥作 　岩崎書店

J9 5分後に意外な結末ex 　桃戸 ハル∥編著 　学研プラス

J9 ハニーのためにできること 　楠 章子∥作 　童心社

J9 サラとピンキー サンタの国へ行く 　富安 陽子∥作　絵 　講談社

J9 クリスマス・キャロル 　C.ディケンズ∥作 　ポプラ社

J9 シロクマが空からやってきた! 　マリア　ファラー∥作 　あかね書房

J9 サラとピンキー たからじまへ行く 　富安 陽子∥作　絵 　講談社

J9 おとのさま、ほいくしさんになる 　中川 ひろたか∥作 　佼成出版社

J9 らくだい記者と白雪のドレス 　あんびる やすこ∥著 　岩崎書店

J9
5分後に意外な結末ex
チョコレート色のビターエンド 　桃戸 ハル∥編著 　学研プラス

J9
5分後に意外な結末ex
バラ色の、トゲのある人生 　桃戸 ハル∥編著 　学研プラス

J9 いいね! 　筒井 ともみ∥さく 　あすなろ書房

J9 俳句ガール 　堀 直子∥作 　小峰書店

J9 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 　J.K.ローリング∥著 　静山社

J9 暗号クラブ　14 　ペニー　ワーナー∥著 　KADOKAWA

J9 ジュリアが糸をつむいだ日 　リンダ　スー　パーク∥作 　徳間書店

J9 受取人、不在につき 　赤川 次郎∥著 　汐文社
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E あるひありのアントニオくん 　石津 ちひろ∥ことば 　ポプラ社

E おおかみのおなかのなかで 　マック　バーネット∥文 　徳間書店

E ★ おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ!? 　トロル∥さく　え 　ポプラ社

E お正月がやってくる 　秋山 とも子∥作　絵 　ポプラ社

E おっぱいのたび 　ザ　キャビンカンパニー∥作　絵 　岩崎書店

E カレンダーでんしゃがやってくる! 　丸山 誠司∥作 　交通新聞社

E かんぺきなこども 　ミカエル　エスコフィエ∥作 　ポプラ社

E こまった虫歯 　長田 真作∥著 　高陵社書店

E ごろべえもののけのくにへいく 　おおとも やすお∥作　絵 　童心社

E さるのてぶくろ 　花岡 大学∥作 　鈴木出版

E ディズニープリンセスかわいいおともだちといっしょ 　フェニックス　インターナショナル　パブリケーションズ社∥編　絵 　講談社

E とろとっと 　内田 麟太郎∥文 　くもん出版

E ぬかどこすけ! 　かとう まふみ∥作 　あかね書房

E ねこのつけしっぽ 　吉田 愛∥作 　講談社

E ねこのオーランドーたのしい日々 　キャスリーン　ヘイル∥さく 　好学社

E わるものパパのだいだいだーいファン 　板橋 雅弘∥作 　岩崎書店

E プップクプードル 　やまだ なおと∥さく　え 　文芸社

E ぼくはなにいろのネコ? 　ロジャー　デュボアザン∥さく 　子ども文庫の会

E ムーミントロールと氷のおまつり 　トーベ　ヤンソン∥原作　絵 　徳間書店

E やまもりラーメン 　赤川 明∥[作] 　文研出版

【　絵本　】
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刊行形態 雑誌名 出版者 ジャンル

週刊誌 週刊新潮 新潮社 一般誌

週刊誌 ａｎ・ａｎ（アンアン） マガジンハウス ファッション

隔週刊誌 オレンジページ オレンジページ 生活情報

隔週刊誌 婦人公論 中央公論新社 女性誌

隔週刊誌 Ｎｕｍｂｅｒ（ナンバー） 文藝春秋 スポーツ

隔週刊誌 Ｔａｒｚａｎ（ターザン） マガジンハウス トレーニング

隔週刊誌 クロワッサン マガジンハウス 生活情報

月刊誌 ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 近代映画社 映画

月刊誌 ｗｉｔｈ（ウィズ ） 講談社 ファッション

月刊誌 財界さっぽろ 財界さっぽろ 政治経済

月刊誌 ＬＥＥ（リー） 集英社 ファッション

月刊誌 ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 ファッション

月刊誌 ゆうゆう 主婦の友社 中高年向け

月刊誌 ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 小学館 アウトドア

月刊誌 ＲＯＣＫＩＮ’ＯＮ　ＪＡＰＡＮ ロッキング・オン 音楽

月刊誌 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 パソコン

月刊誌 日経トレンディ 日経ＢＰ社 トレンド

月刊誌 日経マネー 日経ＢＰ社 投資情報

月刊誌 きょうの料理 ＮＨＫ出版 料理

月刊誌 きょうの健康 ＮＨＫ出版 健康

月刊誌 趣味の園芸 ＮＨＫ出版 園芸

月刊誌 すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 手芸

月刊誌 ＭＯＥ（モエ） 白泉社 絵本

月刊誌 ＥＳＳＥ（エッセ） 扶桑社 生活情報

月刊誌 ミセス 文化出版局 女性誌

月刊誌 文藝春秋 文藝春秋 文芸

月刊誌 ＮｏｒｔｈＡｎｇｌｅｒ’ｓ 株式会社つり人社 釣り

月刊誌 じゃらん リクルート北海道 旅行

月刊誌 ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） プレジデント社 料理

月刊誌 ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 書籍情報

月刊誌 ＤＩＭＥ（ダイム） 小学館 トレンド

月刊誌 ＣＨＡＮＴＯ（チャント） 主婦と生活社 生活情報

月刊誌 ＦＩＮＥ ＢＯＹＳ（ファインボーイズ） 日之出出版 ファッション

隔月刊誌 レクリエ 世界文化社 介護情報

隔月刊誌 暮しの手帖 暮しの手帖社 生活情報

隔月刊誌 住まいの設計 扶桑社 建築・設計
【図書館の新着図書情報　２０１９年２月号】　２０１９年１月３１日発行

〒０９３－０５０２　佐呂間町字永代町１６６番地の２
佐呂間町立図書館

電　話：（０１５８７）２－２２１５　ＦＡＸ：（０１５８７）２－２６３２
＜インターネット新着情報＞　http://www.town.saroma.hokkaido.jp/shisetsu/library/newbooks.html

＜ＷｅｂＯＰＡＣ（所蔵検索）＞　https://ilisod001.apsel.jp/saromalib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp

新着の雑誌（透明のブックカバーが掛かっている雑誌）は、
午後５時１５分から次の開館日の午前１０時まで貸し出しができます。

棚の中に入っている雑誌（バックナンバー）は通常２週間の貸し出しとなります。

8 ページ


