
【０ 総記】

007

【１ 人生訓・哲学】

123 孟子コンプリート　全文完全対照版 孟子 著・野中 根太郎 訳　[誠文堂新光社]

123 仮名論語 孔子 原著・伊與田 覺 著　[致知出版社]

140 生物学的に、しょうがない！ 石川 幹人 著　[サンマーク出版]

147 死る旅 松原 タニシ 著　[二見書房]

159 新50代は悩み多きお年頃 槇村 さとる 著　[光文社]

159B アンミカの幸せの選択力 アン ミカ 著　[大和書房]

159S 使える！「孫子の兵法」 齋藤 孝 著　[PHP研究所]

【２ 地理・歴史・伝記】

280 ★ 世にも奇妙な「世界死」大全 遠海 総一 著　[彩図社]

281 歴飯ヒストリア 加来 耕三 監修　[つちや書店]

288

289.3 私たちの真実　アメリンカン・ジャーニー カマラ・ハリス 著　[光文社]

290 福沢諭吉が見た150年前の世界　『西洋旅案内』初の現代語訳

福沢 諭吉 著・武田 知弘 訳・解説　[彩図社]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２１年７月１日～７月３１日分）

皇室 令和３年夏号 国民体育大会と両陛下　『皇室Our Imperial Family』編集部 編集 [扶桑社]

良いデジタル化悪いデジタル化　　　　　　野口 悠紀雄 著　[日経BP日本経済新聞出版本部]

アンミカの幸せの選択力 福沢諭吉が見た
150年前の世界

ドイツで暮らす私の元に、2011年3月の
震災で行方不明になった友人が現れる。コ
ロナ禍の異国の街に、9年前の光景が重な
り合い…。第165回芥川賞受賞作。
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【３ 社会・資格・教育】

304 他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ ブレイディみかこ 著　[文藝春秋]

304S 知らないと恥をかく世界の大問題 12 池上 彰 著　[KADOKAWA]

312S ミャンマー危機　選択を迫られる日本 永杉 豊 著　[扶桑社]

335 伝説の経営者たちの成功と失敗から学ぶ経営者図鑑 鈴木 博毅 著　[かんき出版]

361 日本人はなぜ欠けた茶碗を愛でるのか 中山 理 著　[育鵬社]

365 わたし、家を買えますか？ うだ ひろえ 著　[KADOKAWA]

367S 潜入・ゴミ屋敷　孤立社会が生む新しい病 笹井 恵里子 著　[中央公論新社]

369 スマホで防災 宮下 由多加 著　[ジャムハウス]

377 ★ クローズアップ藝大 国谷 裕子 他著　[河出書房新社]

385 暮らしの包み 横山 功 他監修　[池田書店]

388 世界のミステリーと怪異366 朝里 樹 監修　[徳間書店]

【４ 自然・理数・健康】

457 ゆるかわ古生物図鑑 高橋 のぞむ 作・絵　[西東社]

482 もっとやりすぎ絶滅いきもの図鑑 今泉 忠明 監修　[宝島社]

490 漢方的おうち健診 櫻井 大典 著　[学研プラス]

494 朝までぐっすり！夜中のトイレに起きない方法 平澤 精一 著　[アチーブメント出版]

498 子どもの幸せは腸が７割 藤田 紘一郎 監修　[西東社]

498 最悪の予感　パンデミックとの戦い マイケル・ルイス 著　[早川書房]

498 漫画家しながらツアーナースしています。 明 著　[集英社]

498 GENIUS LIFE　万全の体調で生き抜く力

498 どうしたらストレスフリーに生きられますか？ 堀田 秀吾 監修　[新星出版社]

498 医者が教えるダイエット最強の教科書 牧田 善二 著　[ダイヤモンド社]

498 さいごはおうちで　在宅医たんぽぽ先生物語 永井 康徳 著　[主婦の友社]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

590 重曹＆お酢 岩尾 明子 監修　[日東書院本社]

591 節約主婦の今すぐ真似できる1000万円貯畜 くぅちゃん 著　[KADOKAWA]

593 手で編むみんなの布ぞうり 小石 正子 著　[河出書房新社]

594 リュック作り教室 水野 佳子 著　[主婦と生活社]

594 靖子の夢 光浦 靖子 著 [スイッチ・パブリッシング]

594 子供がもらって、そうでもないブローチ集 光浦 靖子 著 [スイッチ・パブリッシング]

594 男子がもらって困るブローチ集 光浦 靖子 著 [スイッチ・パブリッシング]

596 15分でできるゆる定食レシピ ずぼらめしじぇーぴー 著 [KADOKAWA]

596 みんなの寿司ワールド　知って楽しいキャラ図鑑 小川 洋利 著　[実務教育出版]

マックス・ルガヴェア 著 [東洋経済新報社]

【 ２０２１年８月 の休館日 】
２(月)・８(日)・９(月)・１６(月)・２３(月)・３０(月)・３１(火)
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【５ 手芸・料理・家事・技術】：続き

596 パスタの本 有元 葉子 著　[東京書籍]

596 魔法のアイスレシピ シズリーナ荒井 著　[KADOKAWA]

596 志麻さんの魔法のソースレシピ 志麻 著　[マガジンハウス]

596 ラクしておいしい台所術　料理がしんどいあなたへ 主婦の友社 編　[主婦の友社]

599 父勉と子育て 春陽堂書店 編　[春陽堂書店]

【６ 産業】

626 窓辺de採れたて！ミニ菜園 竹村 久生 著　[ブティック社]

689 ひとりディズニー50の楽しみ方 みっこ 著　[サンクチュアリ出版]

【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

724 筆ペンだからすぐ描けるほっこり絵てがみ 岩井 正人 著　[日本文芸社]

726 ゲゲゲの女房の「長寿力」 武良 布枝 著　[辰巳出版]

726 猫ピッチャー 12 そにし けんじ 著　[中央公論新社]

726 ★ ぼくのお父さん 矢部 太郎 著　[新潮社]

767 大好きな人と結婚した、その後。 辻 希美 著　[講談社]

780 東京五輪を1000％楽しむ本　人生が変わる！ 松岡 修造 著　[宝島社]

783 遺言　野村克也が最期の１年に語ったこと 飯田 絵美 著　[文藝春秋]

【８ ことば・話し方】

814 気持ちを表すことばの辞典 飯間 浩明 監修　[ナツメ社]

835 ★ 一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 牧野 智一 著　[SBクリエイティブ]

【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

910.2 佐藤愛子の世界　オール讀物創刊90周年記念編集 [文藝春秋]

911.3 食卓で読む一句、二句。　　　　　　　　　夏井 いつき・ローゼン 千津 著　[ワニブックス]

志麻さんの
魔法のソースレシピ

ぼくのお父さん 佐藤愛子の世界気持ちを表す
ことばの辞典
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【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】：続き

914.6 アガワ流生きるピント 阿川 佐和子 著　[文藝春秋]

914.6 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重 暁子 著　[毎日新聞出版]

914.6 作家と犬　(エッセイ集) 平凡社編集部 編　[平凡社]

914.6 美女の魔界退治 林 真理子 著　[マガジンハウス]

915.6 南の風に誘われて 椎名 誠 著　[新日本出版社]

916 パンデミック日記 「新潮」編集部 編　[新潮社]

916 ぜんぶ体型のせいにするのをやめてみた。 竹井 夢子 著　[大和書房]

916 工学部ヒラノ教授の傘寿でも徘徊老人日記 今野 浩 著　[青土社]

933B ロボット・イン・ザ・ファミリー デボラ・インストール 著　[小学館]

933B ロボット・イン・ザ・スクール デボラ・インストール 著　[小学館]

933B ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール 著　[小学館]

953B われらが痛みの鏡 上・下 ピエール・ルメートル 著　[早川書房]

【Ｆ 小説】

F invert(インヴァート)　城塚翡翠倒叙集 相沢 沙呼 著　[講談社]

F 星に祈る　(おいち不思議がたり ５) あさの あつこ 著　[PHP研究所]

F 仮面 伊岡 瞬 著　[KADOKAWA]

F 貝に続く場所にて　<芥川賞> 石沢 麻依 著　[講談社]

F 零の晩夏 岩井 俊二 著　[文藝春秋]

F がん消滅の罠 ２　暗殺腫瘍 岩木 一麻 著　[宝島社]

F ゾウに魅かれた容疑者　(警視庁いきもの係 ６) 大倉 崇裕 著　[講談社]

F 緊急事態下の物語　(小説集) 尾崎 世界観 他著　[河出書房新社]

F ナインストーリーズ 乙川 優三郎 著　[文藝春秋]

F 医学のつばさ 海堂 尊 著　[KADOKAWA]

F バニラな毎日 賀十 つばさ 著　[幻冬舎]

F 海神の子 川越 宗一 著　[文藝春秋]

F 遅番にやらせとけ　書店員の逆襲 キタハラ 著　[KADOKAWA]

F 遠(とおくの)巷説百物語 京極 夏彦 著　[KADOKAWA]

F 氷柱の声 くどう れいん 著　[講談社]

F 朔が満ちる 窪 美澄 著　[朝日新聞出版]

F 神よ憐れみたまえ 小池 真理子 著　[新潮社]

F 婿どの相逢席 西條 奈加 著　[幻冬舎]

F 雨の日は、一回休み 坂井 希久子 著　[PHP研究所]

F ブラザーズ・ブラジャー　<氷室冴子青春文学賞大賞>　佐原 ひかり 著　[河出書房新社]

F 君と歩いた青春　(駐在日記 ３) 小路 幸也 著　[中央公論新社]

F 我が産声を聞きに 白石 一文 著　[講談社]

F パンダより恋が苦手な私たち 瀬那 和章 著　[講談社]

F 水たまりで息をする 高瀬 隼子 著　[集英社]

F 長い一日 滝口 悠生 著　[講談社]
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【Ｆ 小説】：続き

F もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽 麻子 著　[幻冬舎]

F オーバーヒート 千葉 雅也 著　[新潮社]

F 琥珀の夏 辻村 深月 著　[文藝春秋]

F 雨夜の星たち 寺地 はるな 著　[徳間書店]

F 大連合 堂場 瞬一 著　[実業之日本社]

F 万事快調(オール・グリーンズ)　<松本清張賞> 波木 銅 著　[文藝春秋]

F ランチ酒 ３　今日もまんぷく 原田 ひ香 著　[祥伝社]

F 星影さやかに 古内 一絵 著　[文藝春秋]

F ヒトコブラクダ層ぜっと 上・下 万城目 学 著　[幻冬舎]

F ★ うつくしが丘の不幸の家 町田 そのこ 著　[東京創元社]

F まりも日記 真梨 幸子 著　[講談社]

F 推定脅威 未須本 有生 著　[文藝春秋]

F インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川 博子 著　[早川書房]

F Voyage(ボヤージュ)　想像見聞録　(小説集) 宮内 悠介 他著　[講談社]

F あなたにオススメの 本谷 有希子 著　[講談社]

F 母親病 森 美樹 著　[新潮社]

F ブレイクニュース 薬丸 岳 著　[集英社]

F JAGAE(ジャガエ)　織田信長伝奇行 夢枕 獏 著　[祥伝社]

F 罪の因果性 横関 大 著　[KADOKAWA]

F 彼岸花が咲く島　<芥川賞> 李 琴峰 著　[文藝春秋]

＜文庫・新書版＞

FB 宿で死ぬ　旅泊ホラー傑作選　(小説集) 朝宮 運河 編　[筑摩書房]

FB ★ 地獄への近道 逢坂 剛 著　[集英社]

FB 涙雨の季節に蒐集家は、 太田 紫織 著　[KADOKAWA]

FB 鼠子待の恋　(風烈廻り与力・青柳剣一郎 54) 小杉 健治 著　[祥伝社]

FB 出絞と花かんざし 佐伯 泰英 著　[光文社]

FB 一夜の夢　(照降町四季 ４) 佐伯 泰英 著　[文藝春秋]

万事快調
(オール・グリーンズ)

ヒトコブラクダ層ぜっと
上・下

出絞と花かんざし彼岸花が咲く島
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【Ｆ 小説】：続き

FB ハレルヤ！ 重松 清 著　[新潮社]

FB 神様の罠　(小説集) 辻村 深月 他著　[文藝春秋]

FB 時代小説ザ・ベスト 2021　(小説集) 日本文藝家協会 編　[集英社]

FB 竜とそばかすの姫 細田 守 著　[KADOKAWA]

FB わらべうた　<童子>時代小説傑作選　(小説集) 宮部 みゆき 他著　[PHP研究所]

FS 三毛猫ホームズの懸賞金 赤川 次郎 著　[光文社]

FS 男鹿半島北緯40度の殺人 (私立探偵・小仏太郎 14) 梓 林太郎 著　[実業之日本社]

FS 越後・親不知翡翠の殺人 (私立探偵・小仏太郎 15) 梓 林太郎 著　[実業之日本社]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

K051

K375

H291 Wild Hokkaidō Mark Brazil 著　[北海道新聞社]

H291 しっぽのある温泉　北海道エッセイ＆旅コラムン 舘浦 あざらし 著　[海豹舎]

H291 スロウ　2021年夏号 第68号　ここから始まる、まちづくり　[ソーゴー印刷]

H291 北海道遺産完全ガイド 佐藤 圭樹 著　[北海道新聞社]

H291

[ぶらんとマガジン社]

H291 ＨＯ（ほ） 2021年９月号　十勝はぐれ旅 [ぶらんとマガジン社]

H291 るるぶ函館 '22　五稜郭 [JTBパブリッシング]

H388 日本怪異妖怪事典 北海道 朝里 樹 著　[笠間書院]

H914.6 魂のルーツ 相川 清 著　[三省堂書店]

HJ5 北海道の土木のパイオニアたち　水害と泥炭を克服した技術者たち

ユニバーサル・パブリシング 編　[草野作工株式会社]

HE

【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：情報＞

J0

J0 なんでもものしり図鑑　すみっコぐらしといっしょ[学研プラス]

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７月１日～７月３１日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

佐呂間町教育の概要　令和３年度　　　　　　佐呂間町教育委員会 編　[佐呂間町教育委員会]

文芸北見 第51号 ’21.7　　　　　　 文芸北見発刊実行委員会 編　[文芸北見発刊実行委員会]

おばけのマールとモーニングのあとで　　　　なかい れい え・けーたろう ぶん　[中西出版]

ＨＯ（ほ） 2021年８月号　おいしい空気を深々呼吸 旭川・富良野・美瑛・東川・占冠・名寄

大人も知らない？ふしぎ現象事典　　　　　「ふしぎ現象」研究会 編　[マイクロマガジン社]

本の名前の前にある記号は、本の種類です。

Ｊ０：情報　　　　　　Ｊ１：こころ・占い　　　　　　Ｊ２：歴史・地理

Ｊ３：社会　　　　　　Ｊ４：動物・自然　　　　　　　Ｊ５：環境・手芸・料理

Ｊ９：読み物・詩

Ｊ６：仕事・飼育　　　Ｊ７：遊び・スポーツ　　　　　Ｊ８：ことば
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜児童書：こころ・占い＞

J1 3分後にゾッとする話　世界怪物記 野宮 麻未 著　[理論社]

J1 ★ マンガで読む本当にあった怖い話 恐怖の連鎖 雅 るな 監修　[池田書店]

＜児童書：歴史・地理＞

J2 世界でいちばん優しいロボット 岩貞 るみこ 文　[講談社]

J2 最強の剣豪へタイムワープ イセケヌ マンガ　[朝日新聞出版]

＜児童書：社会＞

J3 防災ハンドメイド 辻 直美 著　[KADOKAWA]

J3 ★ 大迫力！禁断の都市伝説大百科 朝里 樹 監修　[西東社]

＜児童書：動物・自然＞

J4 じぶんでよめるさかなずかん 成美堂出版編集部 編著　[成美堂出版]

J4 見つけよう！探検ブック 露木 和男 監修　[えほんの杜]

J4

J4 NHK子ども科学電話相談天文・宇宙スペシャル！

NHK「子ども科学電話相談」制作班 編　[NHK出版]

J4 チバニアン誕生　方位磁針のＮ極が南をさす時代へ 岡田 誠 著　[ポプラ社]

J4 動物バトルオリンピック 實吉 達郎 監修　[新星出版社]

J4 ドラえもん探究ワールド 動物園のなぞ 藤子・Ｆ・不二雄 まんが　[小学館]

＜児童書：遊び・スポーツ＞

J7 すみっコぐらしまちがいさがし　どこもかしこもすみっコ編

主婦と生活社 編　[主婦と生活社]

J7 クイズで88本ノック　最強クイズ集団からの”謎解き”挑戦状

QuizKnock 著　[朝日新聞出版]

J7 自由研究もエコで楽しく！ペットボトル・牛乳パックのかんたん工作

くるくるリサイクル工作研究会 著　[メイツユニバーサルコンテンツ]

J7 決定版100円グッズで作ろう！遊ぼう！ 工作・実験工房 著　[理論社]

NHK子ども科学電話相談鳥スペシャル！ NHK「子ども科学電話相談」制作班 編　[NHK出版]

世界でいちばん
優しいロボット

動物バトルオリンピック クイズで88本ノック大迫力！禁断の
都市伝説大百科
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜児童書：読み物・詩＞

J9 となりの正面 新井 けいこ 著　[講談社]

J9 おねえちゃんって、ちょっぴりせのび！ いとう みく 作　[岩崎書店]

J9 縄文の狼 今井 恭子 作　[くもん出版]

J9 ５分後に最悪のラスト エブリスタ 編　[河出書房新社]

J9 ５分後に大冒険なラスト エブリスタ 編　[河出書房新社]

J9 31センチの約束 嘉悦 洋 文　[西日本新聞社]

J9 人魚の夏 嘉成 晴香 作　[あかね書房]

J9 シェフでいこうぜ！ 上條 さなえ 作　[国土社]

J9 てんこうせいはおはなしやさん 北川 チハル 作　[金の星社]

J9 友だちは図書館のゆうれい 草野 あきこ 文　[金の星社]

J9 リトル☆バレリーナ ３　 工藤 純子 作　[学研プラス]

J9 ひかる石のおはなし 小手鞠 るい 作　[あかね書房]

J9 正吉とヤギ 塩野 米松 文　[福音館書店]

J9 コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン 作　[瑞雲舎]

J9 トムと３時の小人 たかどの ほうこ 作　[ポプラ社]

J9 嵐の守り手 キャサリン・ドイル 作　[評論社]

J9 ★ にじいろフェアリーしずくちゃん １～４ 友永 コリエ 作　[岩崎書店]

J9 ルビと子ねこのワルツ　(本屋さんのルビねこ ４) 野中 柊 作　[理論社]

J9 かえるのエルのともだちになりたい！ 乗松 葉子 さく　[ポプラ社]

J9 ホカリさんとなつのともだち はせがわ さとみ 作　[文溪堂]

J9 かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり 原 ゆたか さく・え　[ポプラ社]

J9 キャベたまたんてい まものの森からＳＯＳ！ 三田村 信行 作　[金の星社]

J9 ふしぎ町のふしぎレストラン ４　めざましスープのすごいききめ

三田村 信行 作　[あかね書房]

J9 七不思議神社 ３　白い影を追え 緑川 聖司 作　[あかね書房]

J9 ようかいじいちゃんあらわる 最上 一平 作　[新日本出版社]

J9 先生、感想文、書けません！ 山本 悦子 作　[童心社]

てんこうせいは
おはなしやさん

ルビと子ねこのワルツ ようかいじいちゃん
あらわる

にじいろフェアリー
しずくちゃん １～４
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

J9 どーすんの！？おもちゃゲット大作戦 吉田 純子 作　[ポプラ社]

J9 スパイ・バレリーナ　消えたママを探せ！ ヘレン・リプスコム 著　[早川書房]

J9

ペニー・ワーナー 著　[KADOKAWA]

＜ヤングアダルト：こころ・占い＞

YAJ1 自分のミライの見つけ方 児美川 孝一郎 著　[旬報社]

YAJ1S はじめての哲学 藤田 正勝 著　[岩波書店]

＜ヤングアダルト：社会＞

YAJ3 社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中 英樹 編著　[ぺりかん社]

YAJ3 武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方　宮田 律 著　[平凡社]

YAJ3S みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤 まめた 著　[筑摩書房]

＜ヤングアダルト：動物・自然＞

YAJ4 教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科 うえたに夫婦 著　[河出書房新社]

＜ヤングアダルト：環境・手芸・料理＞

YAJ5 環境専門家になるには 小熊 みどり 著　[ぺりかん社]

＜ヤングアダルト：仕事・飼育＞

YAJ6 アプリケーションエンジニアになるには 小杉 眞紀 他著　[ぺりかん社]

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 庭 小手鞠 るい 作　[小学館]

YAJ9 夏のカルテット 眞島 めいり 著　[PHP研究所]

YAJ9 都会(まち)のトム＆ソーヤ最強ガイド はやみね かおる 原作　[講談社]

YAJ9 闇に光る妖魔　アサギの呼ぶ声 森川 成美 作　[偕成社]

YAJ9 Ｆができない 升井 純子 作　[文研出版]

YAJ9 オリオンの上 有島 希音 作　[文研出版]

YAJ9 ランペシカ 菅野 雪虫 著　[講談社]

【Ｅ えほん】

E だっこずしのすしネタせんしゅけん 青柳 有美子 さく・え　[金の星社]

E エレベーター　ゾッとする怪談えほん

E すごい！どうぶつパーク いしかわ こうじ 作・絵　[童心社]

E おばけのパンやさん いちよんご 作・絵　[教育画劇]

E

E こねことコート いわた きよみ 作 [みらいパブリッシング]

E ばけばけばけばけばけたくん　かみなりの巻 岩田 明子 ぶん・え　[大日本図書]

E おばけとかくれんぼ 植垣 歩子 さく　[ほるぷ出版]

E はげたかのオーランドー トミー・ウンゲラー さく　[好学社]

あかいさんりんしゃ　こわいおはなし　　　　　 犬飼 由美恵 文・中島 梨絵 絵　[成美堂出版]

有田 奈央 文・大野 隆介 絵 [新日本出版社]

暗号クラブ 19　森の中のハイキングはクマに注意！？
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【Ｅ えほん】：つづき

E おもわずおもわず えがしら みちこ 作　[あかね書房]

E

E ついてくる 小川 育 作・絵　[教育画劇]

E デリバリーぶた 加藤 休ミ 作　[偕成社]

E いたいときのおまじない

E せんろをまもる！ドクターイエロー 鎌田 歩 さく　[小学館]

E お化けの猛暑日 川端 誠 作　[BL出版]

E いろいろかえる きくち ちき 作　[偕成社]

E おおかみと７ひきのこやぎとおにいさんおおかみ きしら まゆこ 作・絵　[教育画劇]

E

E カタカナよんで！ きのした けい 作　[コクヨ]

E

E ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック 工藤 ノリコ 原作　[白泉社]

E 恐竜トリケラトプスとティラノクイーン 黒川 みつひろ 作・絵　[小峰書店]

E リトル・マーメイド ３

E

E

E ほらふきカールおじさん トルコへいく 斉藤 洋 文・高畠 純 絵　[講談社]

E おおきなかべがあったとさ サトシン 文・広瀬 克也 絵　[文溪堂]

E ぶどうくん さとう めぐみ 作・絵　[PHP研究所]

E

E 絵本はたらく細胞 ２　超強敵！インフルエンザと食中毒

清水 茜 原作・牧村 久実 作　[講談社]

E ばけねこ　(おばけ話絵本 ５) 杉山 亮 作・アン マサコ 絵　[ポプラ社]

E としょかんのきょうりゅう 鈴木 まもる 作・絵　[徳間書店]

E

E おばけにプレゼントくれませんか？ せき ゆうこ 作・絵　[PHP研究所]

E あまがえるのぼうけん たての ひろし 作　[世界文化ブックス]

講談社 編・斎藤 妙子 構成・文　[講談社]

角野 栄子 作・よしむら めぐ 絵　[小学館]

だいじだいじどーこだ？　　　　　　えんみ さきこ さく・かわはら みずまる え　[大泉書店]

スイカワンときもだめし　　　　　　　　　 　澤野 秋文 作　[世界文化ワンダークリエイト]

おさんぽのおやくそくだもの　　　　きだに やすのり さく・わたなべ あや え　[あかね書房]

おまもりリュック　　　　　　　　　　すなやま えみこ え・なかむら かつら ぶん　[ニコモ]

999ひきのきょうだいのおひっこし　　　　木村 研 文・村上 康成 絵　[ひさかたチャイルド]

くまごろうとちゅうたのあそびえほん　こが ようこ 構成・ことば・馬場 のぼる 絵　[童心社]

へんてこひろば　　　　　　　　　　　こが ようこ 構成・ことば・馬場 のぼる 絵　[童心社]

デリバリーぶた ノラネコぐんだん
いろいろさがしえブック

としょかんの
きょうりゅう
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【Ｅ えほん】：つづき

E

E カラフルなひとりごと 種村 有希子 作　[ほるぷ出版]

E

E ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた かずひこ 著　[アリス館]

E 学校が大好きアクバルくん 長倉 洋海 著　[アリス館]

E パンダツアー のはな はるか 著　[白泉社]

E もしものくに 馬場 のぼる 作　[こぐま社]

E とうもろこしぬぐぞう はらしま まみ 作・絵　[ポプラ社]

E ぞろぞろぞろぞろ 春田 香歩 作　[偕成社]

E

E すいかのたね グレッグ・ピゾーリ 作　[こぐま社]

E ぱんつくったよ。 ２ 平田 昌広 作・平田 景 絵　[国土社]

E なんだかたのしそう 古内 ヨシ 作　[絵本館]

E お月さんのシャーベット ペク ヒナ 作　[ブロンズ新社]

E どうぶつせんきょ

E

E ナキウサギの山 本田 哲也 作　[偕成社]

E バズとベンツはおともだち？ ハイディ・マッキノン さく　[潮出版社]

E ぱったんして 松田 奈那子 作　[KADOKAWA]

E へんしんへんしんフルーツポンチ 山本 祐司 さく　[ほるぷ出版]

E ムーミントロールと真夏のミステリー トーベ・ヤンソン 原作・絵　[徳間書店]

E わんぱくだんのりゅうぐうじょう

ゆきの ゆみこ・上野 与志 作・末崎 茂樹 絵　[ひさかたチャイルド]

E なんだこれは 横山 寛多 著　[偕成社]

E ににんがし！　宮本算数教室の賢くなる絵本 吉田 戦車 作・絵　[学研プラス]

E にげてさがして

E スパーキーとスパイク　チャールズ・シュルツとせかいいちゆうめいなイヌのおはなし

バーバラ・ロウエル ぶん/ダン・アンドレイアセン え　[評論社]

【ＰＳ かみしばい】

PS だーれかな？ 武田 美穂 脚本・絵　[童心社]

PS

ヨシタケ シンスケ 著 [赤ちゃんとママ社]

むしさんのめ　　　　　　　　　　　　　　　　ねもと まゆみ 脚本・夏目 尚吾 絵　[童心社]

うみべのくまちゃん　シャーリー・パレントー ぶん/デイヴィッド・ウォーカー え　[岩崎書店]

アンドレ・ホドリゲス 他作　[ほるぷ出版]

おふろひえてます　　　　　　　　　　　 　とよた かずひこ 作・絵　[ひさかたチャイルド]

あっぱれ！どぐうちゃん　　　　　　　　　　　堀切 リエ ぶん・長谷川 知子 え　[ポプラ社]

うそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷川 俊太郎 詩・中山 信一 絵　[主婦の友社]

☆毎週土曜日午後２時からは『おはなしひろば』☆
“えほん”や“かみしばい”の読み聞かせをしています。

親子連れでも、子どもだけでもOK！
ボランティアも随時募集しています。お気軽にお問い合わせください。
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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

月 刊 誌

[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8月号】　2021年7月31日発行

〒093-0502　佐呂間町字永代町１６６番地の２

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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