
【０ 総記】

023 文春の流儀 木俣 正剛 著　[中央公論新社]

049 明日から使えるトキメキフラグ図鑑 茶んた 著　[宝島社]

【１ 人生訓・哲学】

148 命日占い 未来編 かげした 真由子 著　[サンマーク出版]

159 生き方革命　未知なる新時代の攻略法 橋下 徹・堀江 貴文 著　[徳間書店]

159 仕事１年生「これ」だけできれば100点です！ 山形 琢也 著　[すばる舎]

159B 最強の教訓！日本史 河合 敦 著　[PHP研究所]

【２ 地理・歴史・伝記】

210.0 ★ こう読み直せ！日本の歴史 宮崎 正弘 著　[ワック]

210.5 映える幕末史　新感覚な歴史の教科書 スエヒロ 著　[大和書房]

288 美智子さまいのちの旅　未来へ 渡邉 みどり 著　[講談社ビーシー]

290

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２１年４月１日～４月３０日分）

ヤマザキマリの世界逍遙録　　　　　　ヤマザキ マリ 著　[JALブランドコミュニケーション]

文春の流儀 ヤマザキマリの
世界逍遙録

癒し系でゆるふわでつかみどころがない男
が、自意識をさらけ出し丸裸になった！
人気俳優・中村倫也が、日常、本音、考え
方を本気で綴った初のエッセイ集。
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図書館

【 ２０２１年５月 の休館日 】
３(月)～６(木)・１０(月)・１７(月)・２４(月)・２７(木)～３１(月)

※５月２７日～３０日は蔵書点検のため臨時休館いたします。

THEやんごと
なき雑談

中村 倫也 著
KADOKAWA 刊
[タレント]
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【３ 社会・資格・教育】

304 今を生き抜くための池上式ファクト46 池上 彰 著　[文藝春秋]

312 主権者のいない国 白井 聡 著　[講談社]

317 警視庁科学捜査官　難事件に科学で挑んだ男の極秘ファイル

服藤 恵三 著　[文藝春秋]

326 塀の中の残念なおとな図鑑 美達 大和 著　[主婦の友社]

327 ★ 「家庭」であり「学校」であること 北海道家庭学校 編　[生活書院]

333 日本のＳＤＧｓ 高橋 真樹 著　[大月書店]

336 ビジネスマナー解体新書 岩崎 智子 監修　[ナツメ社]

367 老後の年表 横手 彰太 著　[かんき出版]

367 子どもに迷惑をかけない・かけられない！60代からの介護・お金・暮らし

太田 差惠子 著　[翔泳社]

367 ゆる終活のための親にかけたい55の言葉 奥山 晶子 著　[オークラ出版]

367S なんで家族を続けるの？ 内田 也哉子・中野 信子 著　[文藝春秋]

369 ★ わかな十五歳　中学生の瞳に映った３・１１ わかな 著　[ミツイパブリッシング]

369B 特別授業３．１１君たちはどう生きるか あさの あつこ 他著　[河出書房新社]

369S 介助の仕事　街で暮らす/を支える 立岩 真也 著　[筑摩書房]

370 「ほんとのこと」は、親にはいえない 木村 泰子 著　[家の光協会]

376 子どものための食事マナー

376 大学図鑑！ 2022 オバタ カズユキ 監　[ダイヤモンド社]

383 マンガでわかる日本料理の常識 長島 博 監修　[誠文堂新光社]

387B 禁忌習俗事典　タブーの民俗学手帳 柳田 国男 著　[河出書房新社]

【４ 自然・理数・健康】

493

長崎 和仁 著　[アスコム]

493 ★ イラストで理解するケアマネのための薬図鑑 鈴木 匡 監修　[中央法規出版]

493 発達障害に生まれて　自閉症児と母の17年 松永 正訓 著　[中央公論新社]

493 薬に頼らず７日で血管を変えて血圧は下げられる 市原 淳弘 著　[KADOKAWA]

493 新型コロナとワクチンのひみつ 近藤 誠 著　[ビジネス社]

493 気楽に、気うつ消し　こころの不調に効く！ 櫻井 大典 著　[ワニブックス]

493 そもそも血糖値ってなんですか？ 福田 千晶 著　[主婦の友社]

498 誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん 菊谷 武 監修　[女子栄養大学出版部]

498 世界を敵に回しても、命のために闘う　ダイヤモンド・プリンセス号の真実

瀧野 隆浩 著　[毎日新聞出版]

足の先生！足のむくみ、だるさ、冷え、下肢静脈瘤どうすればラクになるか教えてください。

みんなのお箸プロジェクト 監修　[メイト]

「たぬきの花よめ道中」絵本原画巡回展
6月18日（金）～6月29日（火）

佐呂間町立図書館 （入場無料）
©最上一平・町田尚子・岩崎書店
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【４ 自然・理数・健康：続き】

498 養老先生、病院へ行く

499 漢方嫁日記 はじめての薬膳編 ふかや かよこ 著　[河出書房新社]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

548 富岳 世界４冠スパコンが日本を救う 日経クロステック 編集　[日経BP]

588 ★ ウイスキーの愉しみ方 橋口 孝司 著　[あさ出版]

596

596 「さ・し・す・せ・そ」だけでできる黄金比レシピ 近藤 幸子 著　[ワン・パブリッシング]

596 アメリカからやってきた、みんなで作るおもち、大福、おだんごの本

Kaori Becker 著　[オライリー・ジャパン]

596 フォーリンデブはっしーのエンタメレシピ

596 バズレシピ真夜中の背徳めし リュウジ 著　[扶桑社]

596 業務田スー子のヒルナンデス！冷凍食品ずるうまレシピ

業務田 スー子 著　[ワニブックス]

596 ★ 家族の味 平野 レミ 著・和田 誠 絵　[ポプラ社]

596 初めてのひとりキッチン 上田 淳子 著　[講談社]

596 ★ ＃おうちでｓｉｏ　やさしいレシピのおすそわけ 鳥羽 周作 著　[小学館]

596 もうがんばれない日のための限界ごはん 杏耶 著　[KADOKAWA]

597 28文字の捨てかた yur.3 著　[主婦の友社]

597 片づけのことを考えただけで疲れてしまうあなたへ。 小西 紗代 著　[学研プラス]

【６ 産業】

626 無農薬菜園はじめよう　楽しく続けるアイデア50 麻生 健洲 著　[家の光協会]

646 ダチョウはアホだが役に立つ 塚本 康浩 著　[幻冬舎]

673 浅草かっぱ橋商店街リアル店舗の奇蹟 飯田 結太 著　[プレジデント社]

694 スマホで困ったときに開く本 2021-2022 [朝日新聞出版]

699 辞めない選択 豊田 順子 著　[TAC株式会社出版事業部]

プロのおうちごはん　　　　　NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」制作班 編　[アスコム]

フォーリンデブはっしー 著　[主婦の友社]

養老 孟司・中川 恵一 著 [エクスナレッジ]

プロのおうちごはん 家族の味 ダチョウはアホだが
役に立つ

無農薬菜園はじめよう

3 - 図書館の新着情報 2021.5 -



【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

726 しずくちゃん 36　ひみつのまほう学校 ぎぼ りつこ 作・絵　[岩崎書店]

726 ゴールデンカムイ 25 野田 サトル 著　[集英社]

726 重版出来！ 16 松田 奈緒子 著　[小学館]

726 シナモロールきぶん。 サンリオ 編　[ぴあ]

728 これでおしまい 篠田 桃紅 著　[講談社]

754 鶴のおりがみ 布施 知子 著　[誠文堂新光社]

767 ニッポン男性アイドル史　一九六〇-二〇一〇年代 太田 省一 著　[青弓社]

778 THEやんごとなき雑談 中村 倫也 著　[KADOKAWA]

778 流れゆくままに 渡 哲也 著　[青志社]

786 家キャンプはじめました。 尚桜子 著　[エイアンドエフ]

796 阿川佐和子のこの棋士に会いたい 阿川 佐和子 著　[文藝春秋]

【８ ことば・話し方】

810B その言葉、もう使われていませんよ 日本語倶楽部 編　[河出書房新社]

816 文章の鬼100則 川上 徹也 著　[明日香出版社]

【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

911.3 フルーツポンチ村上健志の俳句修行 村上 健志 著　[春陽堂書店]

911.4 シルバー川柳 明日があるさ編

911.5 古木巡礼 倉本 聰 著　[文藝春秋]

911.5 おっとどっこい 坂本 勤 著　[北海道新聞社]

914.6 こころの散歩 五木 寛之 著　[新潮社]

914.6 木皿食堂 ４　毎日がこれっきり 木皿 泉 著　[双葉社]

914.6 三人三昧　無礼講で気ままなおしゃべり 清水 ミチコ 著　[中央公論新社]

914.6 ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野 綾子 著　[ポプラ社]

914.6 Go Toマリコ 林 真理子 著　[文藝春秋]

914.6 噓かまことか 平岩 弓枝 著　[文藝春秋]

914.6 おじさんはどう生きるか 松任谷 正隆 著　[中央公論新社]

914.6 三谷幸喜のありふれた生活 16　予測不能 三谷 幸喜 著　[朝日新聞出版]

914.6 命とられるわけじゃない 村山 由佳 著　[ホーム社]

914.6 小福ときどき災難 群 ようこ 著　[集英社]

914.6 むしろ、考える家事 山崎 ナオコーラ 著　[KADOKAWA]

918.6 佐野洋子とっておき作品集 佐野 洋子 著　[筑摩書房]

933 夢遊病者と消えた霊能者の奇妙な事件 上・下 リサ・タトル 著　[新紀元社]

933 アウトサイダー 上・下 スティーヴン・キング 著　[文藝春秋]

933B オクトーバー・リスト

949 アウシュヴィッツで君を想う エディ・デ・ウィンド 著　[早川書房]

973

みやぎシルバーネット 編　[河出書房新社]

ジェフリー・ディーヴァー 著　[文藝春秋]

ミシンの見る夢　　　　　　　　　　　　　　　ビアンカ・ピッツォルノ 著　[河出書房新社]
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【Ｆ 小説】

F 正欲 朝井 リョウ 著　[新潮社]

F 花下に舞う　(「弥勒」シリーズ 10) あさの あつこ 著　[光文社]

F 救急患者Ｘ 麻生 幾 著　[幻冬舎]

F ミュゲ書房 伊藤 調 著　[KADOKAWA]

F 南紀殺人事件 内田 康夫 著　[光文社]

F 道連れ彦輔居直り道中 逢坂 剛 著　[毎日新聞出版]

F 本日も晴天なり　鉄砲同心つつじ暦 梶 よう子 著　[集英社]

F 本好きの下剋上 第５部[５]　女神の化身 ５ 香月 美夜 著　[TOブックス]

F 迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本 惟 著　[新潮社]

F チンギス紀 10　星芒 北方 謙三 著　[集英社]

F Story for you　(小説集) 講談社 編　[講談社]

F Day to Day　(小説集) 講談社 編　[講談社]

F 大義　(横浜みなとみらい署暴対係) 今野 敏 著　[徳間書店]

F クメールの瞳 斉藤 詠一 著　[講談社]

F 日華ミステリーアンソロジー　(小説集) 島田 荘司 選・陳 浩基 他著　[講談社]

F なごり雪 新堂 冬樹 著　[KADOKAWA]

F 半逆光 谷村 志穂 著　[KADOKAWA]

F 傷痕のメッセージ 知念 実希人 著　[KADOKAWA]

F つまらない住宅地のすべての家 津村 記久子 著　[双葉社]

F 広告の会社、作りました　天津遠山合同会社 中村 航 著　[ポプラ社]

F ない本、あります。 能登 崇 著　[大和書房]

F 蝶として死す　平家物語推理抄 羽生 飛鳥 著　[東京創元社]

F 沙林　偽りの王国 帚木 蓬生 著　[新潮社]

F キネマの神様　ディレクターズ・カット 原田 マハ 著　[文藝春秋]

F 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 著　[小学館]

F ★ 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 著　[幻冬舎]

F どの口が愛を語るんだ 東山 彰良 著　[講談社]

正欲 大義 白鳥とコウモリ半逆光
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【Ｆ 小説：続き】

F 道をたずねる 平岡 陽明 著　[小学館]

F ★ 転生したらスライムだった件 18 伏瀬 著　[マイクロマガジン社]

F もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊 明人 著　[サンマーク出版]

F ドキュメント 湊 かなえ 著　[KADOKAWA]

F 魂手形　三島屋変調百物語七之続 宮部 みゆき 著　[KADOKAWA]

F 前夜 森 晶麿 著　[光文社]

F 青い孤島 森沢 明夫 著　[双葉社]

F 小説しろひげ在宅診療所 山中 光茂 著　[角川春樹事務所]

＜大活字本＞　※文字の大きな本です。

F ボニン浄土 １～３ 宇佐美 まこと 著　[大活字文化普及協会]

F まち １～３ 小野寺 史宜 著　[大活字文化普及協会]

F 奥羽の二人 上・下 松本 清張 著　[埼玉福祉会]

＜文庫・新書版＞

FB リフレイン 五十嵐 貴久 著　[幻冬舎]

FB 櫻子さんの足下には死体が埋まっている 17 太田 紫織 著　[KADOKAWA]

FB ゴブリンスレイヤー 14 蝸牛 くも 著　[SBクリエイティブ]

FB 初詣で　(照降町四季 １) 佐伯 泰英 著　[文藝春秋]

FB DOUBT　(東京駅おもてうら交番・堀北恵平 ５) 内藤 了 著　[KADOKAWA]

FB ★ 走れ外科医　(泣くな研修医 ３) 中山 祐次郎 著　[幻冬舎]

FB 私はスカーレット ４ 林 真理子 著　[小学館]

FB 薬屋のひとりごと １～10 日向 夏 著　[主婦の友インフォス]

FB 甘美なる誘拐 平居 紀一 著　[宝島社]

FB 高校事変 10 松岡 圭祐 著　[KADOKAWA]

FB 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる 16 裕時 悠示 著　[SBクリエイティブ]

FS 小布施・地獄谷殺人事件 梓 林太郎 著　[光文社]

FS 十津川警部四国土讃線を旅する女と男 西村 京太郎 著　[小学館]

FS 十津川警部、廃線に立つ 西村 京太郎 著　[KADOKAWA]

FS 石北本線殺人の記憶 西村 京太郎 著　[文藝春秋]

ドキュメント 初詣で
(照降町四季 １)

石北本線殺人の記憶小布施・地獄谷
殺人事件
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【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

H289.1 「アイヌ新聞」記者高橋真 合田 一道 著　[藤原書店]

H291 札幌 富良野・小樽・旭山動物園 '22 [昭文社]

H291 北海道キャンプ場ガイド 21-22 亜璃西社 編　[亜璃西社]

H291 るるぶ札幌 '22　富良野 小樽 旭山動物園 [JTBパブリッシング]

H291 じゃらんで旅する北海道 2021～2022 [リクルート北海道じゃらん]

H291 るるぶ北海道 '22 [JTBパブリッシング]

H291 るるぶドライブ北海道ベストコース '22 [JTBパブリッシング]

H291 北海道親子で行きたい！ファミリーキャンプ場完全ガイド

「北海道ファミリーキャンプ」編集室 著　[メイツユニバーサルコンテンツ]

H291 旅人類 Vol.07(2021March)　小樽・室蘭あたり 吉田 類 責任編集　[共同文化社]

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 2021

[北海道日本ハムファイターズ]

HE

K318 第５期佐呂間町総合計画 [佐呂間町]

K369 第８期佐呂間町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画書　[佐呂間町]

K379 ときわ木 佐呂間町『寿大学』文集 令和二年度 [佐呂間町教育委員会]

K379 第８次佐呂間町社会教育中期計画 [佐呂間町教育委員会]

K599 佐呂間町子育てガイドブック 令和３年度版 [佐呂間町]

K686 常呂町と湧網線 佐々木 覺 編　[常呂町郷土研究同好会]

【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：情報＞

J0 ニッポン第１号ものがたり 楠木 誠一郎 著　[講談社]

＜児童書：歴史・地理＞

J2 牧野富太郎　日本植物学の父 清水 洋美 文　[汐文社]

J2 日本地理データ年鑑 2021 松田 博康 監修　[小峰書店]

J2 かこさとし　遊びと絵本で子どもの未来を 鈴木 愛一郎 文　[あかね書房]

J2 歴史探偵Ｋのタイムワープ　消えた邪馬台国の金印を追え！

一式 まさと マンガ　[朝日新聞出版]

J2 日本の歴史生活図鑑ビジュアルブック 山田 康弘 他監修　[東京書店]

本の名前の前にある記号は、本の種類です。

Ｊ３：社会　　　　　　Ｊ４：動物・自然　　　　　　　Ｊ５：環境・手芸・料理

Ｊ０：情報　　　　　　Ｊ１：こころ・占い　　　　　　Ｊ２：歴史・地理

読み物と絵本は、著者名の五十音（あいうえお）順になっています。

（２０２１年４月１日～４月３０日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

Ｊ９：読み物・詩

Ｊ６：仕事・飼育　　　Ｊ７：遊び・スポーツ　　　　　Ｊ８：ことば

ねむろんろん　　　　　　　　　　　　　　こしだ ミカ え・村中李衣 ぶん　[新日本出版社]
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）：つづき】

＜児童書：社会＞

J3 防災のサバイバル 国崎 信江 他監修　[朝日新聞出版]

J3 包装のひみつ　(学研まんがでよくわかるシリーズ) 梅屋敷 ミタ まんが　[学研プラス]

J3 しごとのふしぎなぜ？どうして？ 藤田 晃之 監修　[高橋書店]

＜児童書：動物・自然＞

J4 サケの長い旅 三浦 一輝 著　[斜里町立知床博物館]

J4 ★ はたらく細胞めくって学べる！からだのしくみ 講談社 編　[講談社]

J4 だれの子？　マジで違いすぎ！動物親子写真図鑑 坂東 元 監修・講談社 編　[講談社]

J4 天地創造デザイン部へんな生きもの造ってみた。 講談社 編・蛇蔵 他監修　[講談社]

J4 オランウータンに会いたい 久世 濃子 著　[あかね書房]

J4 雪虫 石黒 誠 文・写真　[福音館書店]

＜児童書：環境・手芸・料理＞

J5 かっこいいぞ！じえいたい せんとうき/せんしゃ/ごえいかん

菊池 雅之 著　[イカロス出版]

J5 お菓子はすごい！ 柴田書店 編　[柴田書店]

J5 この星を救うために知っておくべき100のこと ローズ・ホール ほか文　[小学館]

＜児童書：遊び・スポーツ＞

J7 あつまれどうぶつの森みんなと作る島生活 村上 ゆみ子 まんが　[KADOKAWA]

J7 スポーツ年鑑 2021 [ポプラ社]

＜児童書：ことば＞

J8 だじゃれことわじゃ ななもり さちこ 作　[理論社]

＜児童書：読み物・詩＞

J9 ルルとララのガトーショコラ あんびる やすこ 作・絵　[岩崎書店]

J9 つくしちゃんとおねえちゃん いとう みく 作　[福音館書店]

J9 おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ 作　[フレーベル館]

J9 ほねほねザウルス 24　マヨイの森のステゴサウルス

カバヤ食品株式会社 原案・監修・ぐるーぷアンモナイツ 作・絵　[岩崎書店]

防災のサバイバル お菓子はすごい！ つくしちゃんと
おねえちゃん

オランウータンに
会いたい
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）：つづき】

J9 はりねずみのルーチカ 10 かんの ゆうこ 作　[講談社]

J9 ＡＩロボット、ひと月貸します！ 木内 南緒 作　[岩崎書店]

J9 ツリーハウスの風 楠木 誠一郎 作　[講談社]

J9 サイコーの通知表 工藤 純子 著　[講談社]

J9 平和の女神さまへ 平和ってなんですか？ 小手鞠 るい 作　[講談社]

J9 うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠 るい さく　[講談社]

J9 未来を変えるレストラン 小林 深雪 作　[講談社]

J9 がっこうのおばけずかん　おばけいいんかい 斉藤 洋 作　[講談社]

J9 わたし、パリにいったの たかどの ほうこ 著　[のら書店]

J9 ウサギのトリン ２　はじめてのマラソンたいかい 高畠 じゅん子 作　[小峰書店]

J9 サンドイッチクラブ 長江 優子 作　[岩波書店]

J9 迷子の星たちのメリーゴーラウンド 日向 理恵子 著　[小学館]

J9 十年屋 ５　ひまな時もございます 廣嶋 玲子 作　[静山社]

J9 見つけ隊と燃える小屋のなぞ　五人と一匹見つけ隊 イーニッド・ブライトン 著　[早川書房]

J9 夢をかなえる未来ノート　わたしたちの本棚 本田 有明 著　[PHP研究所]

J9 ５分後に意外な結末Ｑ 桃戸 ハル 他著　[学研プラス]

J9 クルミ先生とまちがえたくないわたし　藤島クリニック再生計画

令丈 ヒロ子 作　[ポプラ社]

J9S 世界一クラブ 11　あぶない！？すみれの世界大会 大空 なつき 作　[KADOKAWA]

J9S ラーヤと龍の王国 テニー・ネルソン 著　[小学館]

J9S 戦国姫　武田の姫君たち 藤咲 あゆな 作　[集英社]

J9S よろこびの歌 宮下 奈都 作　[実業之日本社]

＜ヤングアダルト：こころ・占い＞

YAJ1S 勉強する気はなぜ起こらないのか 外山 美樹 著　[筑摩書房]

＜ヤングアダルト：歴史・地理＞

YAJ2S ガウディ　(よみがえる天才 ６) 鳥居 徳敏 著　[筑摩書房]

＜ヤングアダルト：社会＞

YAJ3 小学校教諭になるには　(なるにはBOOKS 29) 森川 輝紀・山田 恵吾 編著　[ぺりかん社]

YAJ3 弁理士になるには　(なるにはBOOKS 40) 藤井 久子 著　[ぺりかん社]

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 都会(まち)のトム＆ソーヤ 17　逆立ちするライオン はやみね かおる 著　[講談社]

YAJ9 野原できみとピクニック 濱野 京子 著　[偕成社]

YAJ9 イーブン 村上 しいこ 作　[小学館]

YAJ9 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン 著　[あすなろ書房]

YAJ9

YAJ9 みつばちと少年 村上 しいこ 著　[講談社]

YAJ9 旅する54字の物語 氏田 雄介 編著　[PHP研究所]

YAJ9S 平安男子の元気な！生活 川村 裕子 著　[岩波書店]

魔法つかいの弟子　　　　　　　　　ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 作　[理論社]
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【Ｅ えほん】

E くさをたべすぎたロバくん アヌスカ・アレプス さく　[BL出版]

E きつねの窓

E きつね山の赤い花

E どすこいすしずもう くるまえびぞうのひみつ アン マサコ 作　[講談社]

E おやすみ　こねこのきょうだいかぞえうた

E おふろ　こねこのきょうだいかぞえうた

E おやつ　こねこのきょうだいかぞえうた

E くらべっこクイズ ぞうの おやこ おおきいぞう！ 今泉 忠明 監修　[チャイルド本社]

E マスクをとったら いりやま さとし 作　[講談社]

E

E わらいのひみつ おおの こうへい 作・絵　[フレーベル館]

E おかしのずかん 大森 裕子 作・福田 淳子 監修　[白泉社]

E ありえない！ エリック・カール 作　[偕成社]

E パンダぱん かけひ さとこ さく・え　[教育画劇]

E うさぎのパンやさんのいちにち かこ さとし 著　[復刊ドットコム]

E ぽかぽかぐ～ん 角野 栄子 作・よしむら めぐ 絵　[小学館]

E きんのおのとぎんのおのとたくさんのおの きしら まゆこ 作・絵　[教育画劇]

E かえるのごほうび　絵巻「鳥獣人物戯画」より 木島 始 さく　[福音館書店]

E フートンのおふとん 北村 裕花 作　[BL出版]

E さわれるまなべるいきもののあかちゃん

ジェラルディヌ・クラシンスキー 文/ジュリ・メルスィエ 絵　[パイインターナショナル]

E

E 恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川 みつひろ 作・絵　[小峰書店]

E

E

E アナと雪の女王 オラフのうまれたひ 講談社 編集・駒田 文子 構成・文 [講談社]

E リトル・マーメイド２ 講談社 編・俵 ゆり 構成・文　[講談社]

E いつかあなたをわすれても 桜木 紫乃 文・オザワ ミカ 絵　[集英社]

E ウッソースやきそば

E クマとオオカミ ダニエル・サルミエリ さく　[評論社]

E

E よるがやってくる 下田 昌克 作　[こぐま社]

E おともだちべんとう 白土 あつこ さく・え　[チャイルド本社]

E おべんとうバスのかくれんぼ 真珠 まりこ さく・え　[チャイルド本社]

E もったいないばあさんのいただきます (大型絵本) 真珠 まりこ 作・絵　[講談社]

E

E

E おばけのてんぷら せな けいこ 作・絵　[ポプラ社]

E おじいちゃんのたびじたく ソ ヨン 文・絵　[小峰書店]

安房 直子 作・いもと ようこ 絵 [金の星社]

石津 ちひろ ぶん・石黒 亜矢子 え [BL出版]

石津 ちひろ ぶん・石黒 亜矢子 え [BL出版]

石津 ちひろ ぶん・石黒 亜矢子 え [BL出版]

あかちゃんですよ はいどうぞ　　　　　　　うしろ よしあき 文・鈴木 智子 絵　[アリス館]

クロのあたらしいうち　　　　　　　　　エマ・チチェスター・クラーク 作・絵　[徳間書店]

映画ヒーリングっど♥プリキュアゆめのまちでキュン！っとＧｏＧｏ！大変身！！ [講談社]

ささき みお 作・絵 [ひさかたチャイルド]

安房 直子 作・いもと ようこ 絵 [金の星社]

いっぽいっぽのくつ　　　　　　　　　　　潮田 玲子 作・かべや ふよう 絵　[フレーベル館]

こいのぼりパーティーぐんぐんすくすく　　　すとう あさえ 文・山田 花菜 絵　[ほるぷ出版]

トムとジェリーをさがせ！ようこそ！ぼくらのニューヨーク　菅原 卓也 絵　[河出書房新社]

悲しみのゴリラ ジャッキー・アズーア・クレイマー 文/シンディ・ダービー 絵 [クレヨンハウス]
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【Ｅ えほん：つづき】

E

E オサム 谷川 俊太郎 文・あべ 弘士 絵　[童話屋]

E

E

E グーチョキパーのうた 趙 博 文・長谷川 義史 絵　[解放出版社]

E このおっぱいだあれ 塚本 やすし 作・絵　[ニコモ]

E

E ももんちゃんどこへいくのかな？ とよた かずひこ さく・え　[童心社]

E

E

E おひさまさんさんおはようさん なかじま かおり さく　[岩崎書店]

E

E モルモットのちゃもとけだまーず なかや みわ さく　[金の星社]

E 10ぴきのおばけとおおきなふね にしかわ おさむ 作・絵　[ひかりのくに]

E

E

E アルフィー　ゆくえふめいになったカメ ティラ・ヒーダー 作　[絵本塾出版]

E いちにち ひろた あきら さく　[KADOKAWA]

E ちいさなこえがみらいをかえる！

E さくららら

E あまがえるりょこうしゃ　ちかたんけん 松岡 たつひで 作　[福音館書店]

E

E

E でんしゃでどうぶつえん 丸山 誠司 作　[交通新聞社]

E むしゃむしゃたべたらおいしいぞ みやにし たつや 作・絵　[鈴木出版]

E でんしゃとしょかん 深山 さくら 文　[文研出版]

E

E しげちゃんのはつこい 室井 滋 作・長谷川 義史 絵　[金の星社]

E

E

E くいしんぼうたんていニャームス 山本 和子 さく　[チャイルド本社]

E あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ 作・絵　[PHP研究所]

E きゅうかんば よたろう さく・え　[文芸社]

E ポケットはん 令丈 ヒロ子 ぶん・ドーリー え　[講談社]

E ちゃーぷちゃぷあひるちゃん 渡辺 朋 文・村上 康成 絵　[文響社]

E ぴかぴか おてて

【ＰＳ かみしばい】

PS ワーニーはみがきできるかな いとう みき 脚本・絵　[童心社]

PS

かいぞくタコせんちょう　　　　　　　　　　　二宮 由紀子 文・市原 淳 絵　[KADOKAWA]

しあわせなときの地図　　　　　　　フラン・ヌニョ 文/ズザンナ・セレイ 絵　[ほるぷ出版]

アンドレア・ベイティー 作　[絵本塾出版]

にげろ！どろねこちゃん　　　　　　　　　　　竹下 文子 文・おくはら ゆめ 絵　[教育画劇]

じべた　　　　　　　　　　　たにかわ しゅんたろう ぶん・くろだ せいたろう え　[橙書店]

あなたのすてきなところはね　　　　　　玉置 永吉 作・えがしら みちこ 絵　[KADOKAWA]

あなふさぎのジグモンタ　　　　とみなが まい 作・たかお ゆうこ 絵　[ひさかたチャイルド]

おいでおいで…　　　　　　　　　　　　　　　中村 まさみ 作・松本 ジョゴ 絵　[金の星社]

まってました　　　　　　　　　　　　　　　　もとした いづみ 文・石井 聖岳 絵　[講談社]

わらべ きみか さく・え [チャイルド本社]

おさんぽ おさんぽ ポンチョコリーナ　　　　新沢 としひこ 脚本・長谷川 義史 絵　[童心社]

升井 純子 文・小寺 卓矢 写真　[アリス館]

おまけのじかんだね　　　　　　　　　　　　　松田 もとこ 文・菅野 由貴子 絵　[文研出版]

トムとジェリーをさがせ！みなみのしまのだいぼうけん　まつやま たかし 絵 [河出書房新社]

ナマケモノだから　　　　　　　　　　むらかみ ひとみ さく　[イマジネイション・プラス]

こいのぼりセブン　　もとした いづみ 作・ふくだ いわお 絵　[世界文化ワンダークリエイト]

ねずみくんのピッピッピクニック　　　　　　　なかえ よしを 作・上野 紀子 絵　[ポプラ社]

ぼく、うしになる　　　　　　　　　中川 ひろたか 作・サトウ マサノリ 絵　[フレーベル館]
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刊行形態 雑誌名 出版者 ジャンル

週刊新潮 新潮社 一般誌

週刊文春 文藝春秋 一般誌

ａｎ・ａｎ（アンアン） マガジンハウス ファッション

オレンジページ オレンジページ 生活情報

婦人公論 中央公論新社 女性誌

Ｎｕｍｂｅｒ（ナンバー） 文藝春秋 スポーツ

Ｔａｒｚａｎ（ターザン） マガジンハウス トレーニング

クロワッサン マガジンハウス 生活情報

ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス） マガジンハウス 生活情報

ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 近代映画社 映画

ｗｉｔｈ（ウィズ ） 講談社 ファッション

財界さっぽろ 財界さっぽろ 政治経済

ＬＥＥ（リー） 集英社 ファッション

ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 ファッション

ゆうゆう 主婦の友社 中高年向け

ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 小学館 アウトドア

日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 パソコン

日経トレンディ 日経ＢＰ社 トレンド

日経マネー 日経ＢＰ社 投資情報

きょうの料理 ＮＨＫ出版 料理

きょうの健康 ＮＨＫ出版 健康

趣味の園芸 ＮＨＫ出版 園芸

すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 手芸

ＭＯＥ（モエ） 白泉社 絵本

ＥＳＳＥ（エッセ） 扶桑社 生活情報

文藝春秋 文藝春秋 文芸

ＮｏｒｔｈＡｎｇｌｅｒ’ｓ（ノース・アングラーズ） つり人社 釣り

じゃらん リクルート北海道 旅行

ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） プレジデント社 料理

ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 書籍情報

ＤＩＭＥ（ダイム） 小学館 トレンド

ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 育児情報

ＬＤＫ（エル・ディー・ケー） 晋遊舎 生活情報

レクリエ 世界文化社 介護情報

暮しの手帖 暮しの手帖社 生活情報

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

[所蔵検索]　https://ilisod001.apsel.jp/saromalib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp

佐呂間町立図書館

電　話：(01587)2-2215　ＦＡＸ：(01587)2-2632

隔 月 刊 誌

[新着情報]　http://www.town.saroma.hokkaido.jp/shisetsu/library/newbooks.html

【図書館の新着情報　2021年5月号】　2021年4月30日発行

〒093-0502　佐呂間町字永代町１６６番地の２

月 刊 誌

雑　　　誌　　　案　　　内

　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。

週 刊 誌

隔 週 刊 誌
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