
【総記】　★のついているものは、リクエストのあった本です。

007 ネット検索が怖い 神田 知宏∥著 ポプラ社

019 読むよむ書く 重松 清∥著 幻戯書房

049 ソロ活女子のススメ 朝井 麻由美∥著 大和書房

070S 新聞記者 望月 衣塑子∥著 KADOKAWA

【人生訓・哲学】

159 今という一瞬に、一生の幸せがある 矢作 直樹∥著 廣済堂出版

159S 情報だけ武器にしろ。 堀江 貴文∥著 ポプラ社

159S 僕たちは14歳までに何を学んだか 藤原 和博∥著 SBクリエイティブ

【地理・歴史・伝記】

210.7 昭和天国と地獄 邨野 継雄∥編著 朝日新聞出版

210.7S 不死身の特攻兵 鴻上 尚史∥著 講談社

288 素顔の美智子さま つげ のり子∥著 河出書房新社

288 天皇皇后両陛下と平成大災害 産経新聞社∥著 産経新聞出版

289.1 こころの真実 河野 景子∥著 世界文化社

読みたい本が見つかったら、気軽にリクエストしてください。
リクエストは、口頭でも、お電話でも、メモでもよろしいです。

貸出中の場合は予約を入れておきます。
佐呂間町立図書館（ＴＥＬ　2-2215）

（2019年4月1日～4月30日分）

読むよむ書く 素顔の美智子さま今という一瞬に、

一生の幸せがある
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【地理・歴史・伝記】

289.1 これからを生きる君へ 天野 篤∥著 毎日新聞出版

291 ブラタモリ　１７　吉祥寺 田園調布 尾道 倉敷 高知 KADOKAWA

291 ブラタモリ　１８　秩父 長瀞 大宮 室蘭 洞爺湖 宮崎 KADOKAWA

297 考える脚 荻田 泰永∥著 KADOKAWA

【社会・資格・教育】

304 大マスコミが絶対書けない事この本読んだらええねん！

辛坊 治郎∥著 光文社

304 マスコミ偽善者列伝 加地 伸行∥著 飛鳥新社

329 「国境なき医師団」を見に行く いとう せいこう∥著 講談社

332 ★ 平成はなぜ失敗したのか 野口 悠紀雄∥著 幻冬舎

334 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？ 内藤 正典∥著 集英社

336 アマゾンのすごい問題解決 佐藤 将之∥著 宝島社

367 家族終了 酒井 順子∥著 集英社

367 私がオバさんになったよ ジェーン・スー∥著 幻冬舎

368 超孤独死社会 菅野 久美子∥著 毎日新聞出版

369 認知症の人がパッと笑顔になる言葉かけ 右馬埜 節子∥著 講談社

376 大学図鑑！　２０２０ オバタ カズユキ∥監 ダイヤモンド社

382S アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 中川 裕∥著 集英社

【自然・理数・健康】

481 もうどく水族館 サンシャイン水族館∥著 KADOKAWA

481 カラス博士と学生たちのどうぶつ研究奮闘記 杉田 昭栄∥著 緑書房

私がオバさんになったよ 認知症の人が

パッと笑顔になる言葉かけ

「国境なき医師団」を

見に行く
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【自然・理数・健康】

486S バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎∥著 光文社

490 病理医ヤンデルのおおまじめなひとりごと 市原 真∥著 大和書房

490 教養としての健康情報 市川 衛∥著 講談社

493 呼吸器の子 松永 正訓∥著 現代書館

493 潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本 渡辺 守∥監修 講談社

498 強制不妊 毎日新聞取材班∥著 毎日新聞出版

498 寝たままできる骨ストレッチ 松村 卓∥著 文藝春秋

498 私は虐待していない 柳原 三佳∥著 講談社

498 親が喜ぶ作りおきごはん 今泉 久美∥監修・料理 主婦の友社

【手芸・料理・家事・技術】

590 おひとりさまのゆたかな年収200万生活　２ おづ まりこ∥著 KADOKAWA

596 箸休め 真藤 舞衣子∥著 学研プラス

597 収納が、ない！ おさめ ますよ∥著 ワニブックス

598 はじめてママの「からだとこころの悩み」お助けBOOK

竹内 正人∥監修 世界文化社

599 ぷりっつさんち　６ 松本 ぷりっつ∥著 主婦の友社

【産業】

649 いぬねこ動物病院日記 とみた 黍∥著 KADOKAWA

694 スマホで困ったときに開く本　２０１９ 朝日新聞出版

699 チコちゃんに叱られる

NHK「チコちゃんに叱られる！」制作班∥編 小学館

箸休め チコちゃんに叱られる親が喜ぶ作りおきごはん
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【芸能・工芸・スポーツ・まんが】

726 重版出来！　１２ 松田 奈緒子∥著 小学館

726 ★ ゴールデンカムイ　１７ 野田 サトル∥著 集英社

726 ひとりぐらしこそ我が人生 カマタ ミワ∥著 KADOKAWA

754 封筒ギフトスタイル 森 珠美∥著 日東書院本社

771 幸せな着ぐるみ工場 かのう ひろみ∥著 日本経済新聞出版社

778 心底惚れた 樹木 希林∥著 中央公論新社

783 野球が教えてくれたこと 栗山 英樹∥著 KADOKAWA

【ことば・話し方】

814 平成新語 出どこはどこ？ 中村 三郎∥著 柏書房

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

911.1 母のうた　美智子さまの御歌 美智子∥著 徳間書店

911.1 短歌ください　双子でも片方は泣く夜もある篇

穂村 弘∥著 KADOKAWA

911.4 シルバー川柳　大安吉日編 みやぎシルバーネット∥編 河出書房新社

914.6 自分流のすすめ 曽野 綾子∥著 中央公論新社

914.6 マリコを止めるな！ 林 真理子∥著 文藝春秋

914.6 人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤 愛子∥著 PHP研究所

914.6 思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ∥著 新潮社

914.6 もみじの言いぶん 村山 由佳∥文と写真 ホーム社

914.6 旅立つあなたへ 五木 寛之∥著 毎日新聞出版

915.6 無目的な思索の応答 又吉 直樹∥著 朝日出版社

野球が教えてくれたこと 人生は美しいことだけ

憶えていればいい
思わず考えちゃう
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【文学・詩・エッセイ・外国文学】

916 キラッキラの君になるために 小林 さやか∥著 マガジンハウス

930 イギリスのお菓子とごちそう 北野 佐久子∥著 二見書房

【小説】

Ｆ わたし、定時で帰ります。　２ 朱野 帰子∥著 新潮社

Ｆ 逃げ出せなかった君へ 安藤 祐介∥著 KADOKAWA

Ｆ マーダーハウス 五十嵐 貴久∥著 実業之日本社

Ｆ ジグソーパズル４８ 乾 くるみ∥著 双葉社

Ｆ いきぢごく 宇佐美 まこと∥著 角川春樹事務所

Ｆ 渦 大島 真寿美∥著 文藝春秋

Ｆ なつぞら　上　ＮＨＫ連続テレビ小説 大森 寿美男∥作 NHK出版

Ｆ 新宿花園裏交番坂下巡査 香納 諒一∥著 祥伝社

Ｆ 心霊探偵八雲　１１ 神永 学∥著 KADOKAWA

Ｆ カゲロボ 木皿 泉∥著 新潮社

Ｆ チンギス紀　４　遠雷 北方 謙三∥著 集英社

Ｆ 中野のお父さんは謎を解くか 北村 薫∥著 文藝春秋

Ｆ とめどなく囁く 桐野 夏生∥著 幻冬舎

Ｆ トリニティ 窪 美澄∥著 新潮社

Ｆ 永久のゼッケン 倉阪 鬼一郎∥著 出版芸術社

Ｆ 呪護 今野 敏∥著 KADOKAWA

Ｆ 隠居すごろく 西條 奈加∥著 KADOKAWA

Ｆ 少年は死になさい…美しく 新堂 冬樹∥著 中央公論新社

Ｆ 雨にも負けず　小説ＩＴベンチャー 高杉 良∥著 KADOKAWA

Ｆ レフトハンド・ブラザーフッド 知念 実希人∥著 文藝春秋

Ｆ 90秒の別世界 千葉 聡∥著 立東舎

Ｆ いも殿さま 土橋 章宏∥著 KADOKAWA

Ｆ もういちどベートーヴェン 中山 七里∥著 宝島社

Ｆ 大統領に告ぐ 永瀬 隼介∥著 KADOKAWA

Ｆ ドS刑事(デカ)　６ 七尾 与史∥著 幻冬舎

Ｆ 崩壊の森 本城 雅人∥著 文藝春秋

Ｆ 尼子姫十勇士 諸田 玲子∥著 毎日新聞出版

Ｆ あたしたちよくやってる 山内 マリコ∥著 幻冬舎

5



【小説：文庫・新書】

FB 孤道　完結編 内田 康夫∥原案 講談社

FB うちの子が結婚しないので 垣谷 美雨∥著 新潮社

FB あま酒　（藍染袴お匙帖 １１） 藤原 緋沙子∥著 双葉社

FB 藁一本　（藍染袴お匙帖 １２） 藤原 緋沙子∥著 双葉社

FS 信州・善光寺殺人事件 梓 林太郎∥著 光文社

【北海道資料・郷土資料】

H291 別ＨＯ（ほ） ２０１９年５月号増刊　おやつの時間ですよ！ ぶらんとマガジン社

H291 ママじゃらん北海道　2019春夏 リクルート北海道じゃらん

H291 札幌 富良野・小樽・旭山動物園　’２０ （まっぷる） 昭文社

H291 十勝・帯広　（まっぷるマガジン） 昭文社

H291 じゃらんで旅する北海道　2019～2020 リクルート北海道じゃらん

H291 るるぶ札幌　’２０ JTBパブリッシング

H291 るるぶ知床阿寒釧路湿原網走　２０１９ JTBパブリッシング

H291 北海道ぶらり歴史探訪ルートガイド 北海道の歴史を見て歩く会∥著 メイツ出版

H654 となりの野生ヒグマ 北海道新聞野生生物基金∥編 北海道新聞社

H748 カムイの大地　北海道・新風景 山本 純一∥著 北海道新聞社

H783 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　２０１９北海道日本ハムファイターズ

【児童書】

J0 勉強する意味がわかる！こども学問のすすめ 齋藤 孝∥著 筑摩書房

J1 ココロがよめる！？みんなで☆ハッピー心理テスト

ミズマチ ユミコ∥著 汐文社

J1 きみを変える50の名言 佐久間 博∥文 汐文社

J2 びっくり！？日本史の大事件 チーム・ガリレオ∥著 朝日新聞出版

J2 マンガでわかる！10才までに覚えたい47都道府県

高濱 正伸∥監修 永岡書店

J2 日本地理データ年鑑　２０１９ 松田 博康∥監修 小峰書店

J3 国籍の？がわかる本 木下 理仁∥著 太郎次郎社エディタス

J3 自分で考えて行動しよう！こども論語とそろばん

齋藤 孝∥著 筑摩書房

J4 家庭用殺虫剤 ここが知りたい！ くろにゃこ。∥まんが 文芸春秋企画出版部
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【児童書】

J4 しつもん!ドラえもん　教えて！宇宙・科学編

藤子・F・不二雄∥キャラクター原作 小学館

J4 5分間のサバイバル　６年生 韓 賢東∥マンガ 朝日新聞出版

J4 あたまがよくなる！どうぶつクイズ1ねんせい 富田 京一∥監修 学研プラス

J4 もしもキリンと恋に落ちたら メセグリン∥著 サンクチュアリ出版

J5 モーターのひみつ おぎの ひとし∥まんが 学研プラス

J5 チョコレートのひみつ 春野 まこと∥まんが 学研プラス

J5 フォークリフトのひみつ おがた たかはる∥まんが 学研プラス

J6 ねん菌<へんけい菌> （菌の絵本） 川上 新一∥監修 農山漁村文化協会

J6 こうぼ （菌の絵本） 浜本 牧子∥監修 農山漁村文化協会

J6 お肉のひみつ 大岩 ピュン∥まんが 学研プラス

J6 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向 健一∥著 ポプラ社

J6 すてねこたちに未来を 菅 聖子∥著 汐文社

J7 ★ 10才からはじめるプログラミングScratchでゲームをつくって楽しく学ぼう

大角 茂之∥著 技術評論社

J7 子どものためのニッポン手仕事図鑑 大牧 圭吾∥監修 オークラ出版

J7 コロコロロボット 野出 正和∥著 いかだ社

J8 齋藤孝の覚えておきたい日本語のうんちく 齋藤 孝∥著 金の星社

J9 ちびしろくまのねがいごと 小林 深雪∥作 講談社

J9 妖精のカレーパン 斉藤 栄美∥作 金の星社

J9 暗闇の妖怪デザイナー 斉藤 洋∥作 あかね書房

J9 ダンボ カリ・サザーランド∥作 偕成社

コロコロロボット 妖精のカレーパン珍獣ドクターの

ドタバタ診察日記
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【児童書】

J9 おばけずかんシリーズ 斉藤 洋∥作 講談社

やまのおばけずかん

うみのおばけずかん

まちのおばけずかん

がっこうのおばけずかん

がっこうのおばけずかん　ワンデイてんこうせい

がっこうのおばけずかん　あかずのきょうしつ

いえのおばけずかん

がっこうのおばけずかん　おきざりランドセル

J9 ちいさなハンター 佐藤 まどか∥作 講談社

J9 ガリバーの大ぼうけん J.スウィフト∥作 ポプラ社

J9 夕焼け色のわすれもの たかの けんいち∥作 講談社

J9 5分後に恋の結末 橘 つばさ∥著 学研プラス

J9 ★ 1話5分！12歳までに読みたい名作100 中島 克治∥監修 新星出版社

J9 嵐をしずめたネコの歌 アントニア・バーバー∥作 徳間書店

J9 マザーグースのうた 蜂飼 耳∥文 ポプラ社

J9 かなしきデブ猫ちゃん 早見 和真∥文 愛媛新聞社

J9 からくり探偵団 藤江 じゅん∥作 KADOKAWA

J9 いつか、太陽の船 村中 李衣∥作 新日本出版社

J9 キリンの山のぼり 茂市 久美子∥作 講談社

J9 5秒後に意外な結末 桃戸 ハル∥編著 学研プラス

J9 まっすぐな地平線 森島 いずみ∥著 偕成社

J9 ブランの茶色い耳 八束 澄子∥作 新日本出版社

のりものおばけずかん

がっこうのおばけずかん　おばけにゅうがくしき

いえのおばけずかん　ゆうれいでんわ

どうぶつのおばけずかん

びょういんのおばけずかん　おばけきゅうきゅうしゃ

いえのおばけずかん　おばけテレビ

びょういんのおばけずかん　なんでもドクター

夕焼け色のわすれもの いつか太陽の船 ブランの茶色い耳
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【児童書：ヤングアダルト】

YA J0S イラストで読むAI入門 森川 幸人∥著 筑摩書房

YA J2 咸臨丸にかけた夢 鳴海 風∥作 くもん出版

YA J3S 教授だから知っている大学入試のトリセツ 田中 研之輔∥著 筑摩書房

YA J8S 中高生からの日本語の歴史 倉島 節尚∥著 筑摩書房

YA J9 説明がつかない現象と私が生徒会に入った説明(ワケ)

葵 日向子∥著 西東社

YA J9 長距離電話 赤川 次郎∥著 汐文社

YA J9 羊の告解 いとう みく∥著 静山社

YA J9 100時間の夜 アンナ・ウォルツ∥作 フレーベル館

YA J9 太陽ときみの声　１ 川端 裕人∥作 朝日学生新聞社

YA J9 パンツ・プロジェクト キャット・クラーク∥著 あすなろ書房

YA J9 キャプテンマークと銭湯と 佐藤 いつ子∥作 KADOKAWA

YA J9 怪談5分間の恐怖 12時05分15秒 中村 まさみ∥著 金の星社

YA J9 都会(まち)のトム＆ソーヤ　１６ はやみね かおる∥著 講談社

YA J9 さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー∥著 偕成社

YA J9 長浜高校水族館部！ 令丈 ヒロ子∥文 講談社

【絵本】

E とんたんイスたん 新井 洋行∥作　絵 大日本図書

E くもとそらのえほん 五十嵐 美和子∥作絵 PHP研究所

E はたらくくるまのずかん 五十嵐 美和子∥著 白泉社

E ねずみのシーモア 池田 朗子∥作 あかね書房

E おたすけトミーでばんだよ！ いしい ひろし∥著 白泉社

E ちいさな魔女とくろい森 石井 睦美∥作 文溪堂

E ちきゅうちゃん。 糸井 重里∥文 小学館

E フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう

　こわいものにであったらのまき いとう ひろし∥作 徳間書店

E かみそりぎつね いもと ようこ∥文絵 金の星社

E パンダかぞえたいそう いりやま さとし∥作 講談社

E あたしのすきなもの、なぁんだ？ バーナード・ウェーバー∥ぶん 評論社

E ビーバのそらのたび マグナス・ウェイトマン∥作 フレーベル館

E ぱぱぱぱぱんつ うえだ しげこ∥ぶんえ 大日本図書

E みんなとちがうきみだけど ジャクリーン・ウッドソン∥作 汐文社
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【絵本】

E クイズ！なんのもようかな？ 大久保 茂徳∥監修 チャイルド本社

E ゾクゾク！おばけのがっこうたんけん 大木 あきこ∥ぶんえ 新日本出版社

E どうぶつ商店街 岡田 まゆみ∥さくえ 三恵社

E ゆうごはんなにたべたい？ かけひ さとこ∥作絵 赤ちゃんとママ社

E てんしき 川端 誠∥作絵 KADOKAWA

E やるとおこられそうなこと 川之上 英子∥さくえ 岩崎書店

E この世界の片隅に こうの 史代∥原作 徳間書店

E パンどうぶつえん Coppe∥作絵 教育画劇

E いいおといっぱい こわせ たまみ∥作 鈴木出版

E かえるぴょん ささめや ゆき∥作 講談社

E たてる サリー・サットン∥さく 福音館書店

E こわす サリー・サットン∥さく 福音館書店

E おとなからきみへ サトシン∥作 あわわ

E ひみつのビクビク フランチェスカ・サンナ∥作 廣済堂あかつき

E もったいないばあさんかわをゆく 真珠 まりこ∥作絵 講談社

E 子どもとたのしむはじめてのえいごえほん　たべもののおはなし

すとう あさえ∥作再話 くもん出版

E パンダ うさぎ コアラ 高田 ひろお∥詞 チャイルド本社

E そらまめくんとおまめのなかま なかや みわ∥さく 小学館

E タイヤさん 長田 真作∥著 高陵社書店

E ねえねえパンダちゃん 西村 敏雄∥さく ほるぷ出版

E おひめさまキティ のぶみ∥作 講談社

E まけずぎらいキティ のぶみ∥作 講談社

ゆうごはんなにたべたい？ やるとおこられそうなこと そらまめくんと

おまめのなかま
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【絵本】

E そこつ長屋 野村 たかあき∥文絵 教育画劇

E いまのわたしにできること リサ・パップ∥作 WAVE出版

E きょうなにしてた？ はまの ゆか∥さく あかね書房

E サンドイッチぎゅーっ ひがし ちから∥作 光村教育図書

E まちにまったおでかけのひ 東川 りえ∥作 絵本館

E メイがはじめてがっこうへいくひ ケイト・ベアビー∥ぶんえ イマジネイション・プラス

E みーちゃん みつけた 真木 文絵∥ぶん チャイルド本社

E はずかしがりやのダイルくん みぞぶち まさる∥さく・え チャイルド本社

E いちばんはじめのマナーえほん 峯村 良子∥作 偕成社

E のりたいな みやまつ ともみ∥さく 福音館書店

E ぺったんこぷっくらこ 矢野 アケミ∥作 アリス館

E かぶとむしのはこびやさん やました ゆうこ∥さく 三恵社

E 子どもとたのしむはじめてのえいごえほん　せいかつのおはなし

やまもと しょうぞう∥作 くもん出版

E かずのえほん よねづ ゆうすけ∥作 講談社

E くらやみのゾウ ルーミー∥原作 評論社

E ★ スター☆トゥインクルプリキュア　うちゅうをかけるプリキュア、たんじょう！

講談社

E 映画プリキュアミラクルユニバース 講談社

【紙芝居】

PS ちまき まきまき 土田 義晴∥脚本・絵 童心社

PS あ・そ・び・ま・しょ！ 新沢 としひこ∥脚本 童心社

まちにまったおでかけのひ ぺったんこぷっくらこ かぶとむしのはこびやさん
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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

　新着情報ＱＲコード 　所蔵検索ＱＲコード
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新着の雑誌（透明のブックカバーが掛かっている雑誌）は、

【図書館の新着図書情報２０１９年５月号】２０１９年４月３０日発行

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。
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