
015 この本読んで！ '２０１８年春号 出版文化産業振興財団

023 拝啓、本が売れません 額賀 澪∥著 ベストセラーズ

147 冥途のお客 佐藤 愛子∥著 青志社

148 ハッピー風水 Mr.リュウ∥監修 マガジンハウス

155 13歳からの教育勅語 岩本 努∥著 かもがわ出版

159 あなたはそのままで愛されている 渡辺 和子∥著 PHP研究所

159 老いる勇気 岸見 一郎∥著 PHP研究所

159 世界のエリートはなぜ、「この基本」を大事にするのか? 戸塚 隆将∥著 朝日新聞出版

159S 極上の孤独 下重 暁子∥著 幻冬舎

210 47都道府県・遺跡百科 石神 裕之∥著 丸善出版

210.0S ★ 元号　年号から読み解く日本史 所 功∥著 文藝春秋

210.1S ★ 日本史のツボ 本郷 和人∥著 文藝春秋

210.4S 陰謀の日本中世史 呉座 勇一∥[著] KADOKAWA

210.6S ★ 歴史の余白　日本近現代こぼれ話 浅見 雅男∥著 文藝春秋

210.7B ★ 昭和史の10大事件 宮部 みゆき∥著 文藝春秋

281 あの方を斬ったの…それがしです 長谷川 ヨシテル∥著 ベストセラーズ

288S 古写真で見る幕末維新と徳川一族 永井 博∥[著] KADOKAWA

288S 皇位継承 高橋 紘∥著 文藝春秋

291 ★ るるぶ沖縄‘19 JTBパブリッシング

291 るるぶ東京‘19 JTBパブリッシング

【　総記　】（４月１日～４月３０日分）　★のついているものは、リクエストのあった本です。

【　地理・歴史・伝記　】

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）

【　人生訓・哲学　】
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304 少数異見 水谷 修∥著 日本評論社

304 こんなこと書いたら日本中を敵に回す本 辛坊 治郎∥著 光文社

304 なぜこの国ではおかしな議論がまかり通るのか 高橋 洋一∥著 KADOKAWA

304S 炎上上等 高須 克弥∥著 育鵬社

312 幹事長秘録 大下 英治∥著 毎日新聞出版

312 消えた21億円を追え NHK「未解決事件」取材班∥著 朝日新聞出版

312 ★ 金正恩 五味 洋治∥著 文藝春秋

330 おカネの教室 高井 浩章∥著 インプレス

335 日本でいちばん大切にしたい会社 6 坂本 光司∥著 あさ出版

336 宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。 長尾 彰∥著 学研プラス

361 くらべる世界 おかべ たかし∥文 東京書籍

367 定年入門 高橋 秀実∥著 ポプラ社

367 ぼくと仕事、ぼくと子ども 影山 大祐∥著 トランスビュー

369 ★ 動作の“なぜ”がわかる基礎介護技術 前川 美智子∥著 中央法規出版

369 ★ 介護福祉の「専門性」を問い直す 黒澤 貞夫∥著 中央法規出版

376 子どもは善悪をどのように理解するのか? 長谷川 真里∥著 ちとせプレス

379 思春期コロシアム 高野 優∥著 東京新聞

379 才能の育て方 加藤 俊徳∥著 小学館

480 いきもの人生相談室 小林 百合子∥文 山と溪谷社

480 家の中のすごい生きもの図鑑 久留飛 克明∥文 山と溪谷社

488 自然散策が楽しくなる!見わけ・聞きわけ野鳥図鑑 叶内 拓哉∥監修　写真 池田書店

493 甲状腺の病気の治し方 伊藤 公一∥監修 講談社

493 大丈夫!何とかなります尿酸値は下げられる 谷口 敦夫∥監修 主婦の友社

495 産声のない天使たち 深澤 友紀∥著 朝日新聞出版

498 病に好かれる人 病に嫌われる人 小林 弘幸∥著 講談社

【　社会・資格・教育　】

【　自然・理数・健康　】
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536 電車の顔図鑑 2 江口 明男∥著 天夢人

576 日本のレトロコスメ 日本のレトロコスメ研究会∥編 グラフィック社

589 草笛光子のクローゼット 草笛 光子∥著 主婦と生活社

589 もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら 福島 槇子∥著 ごま書房新社

589 痛い靴がラクに歩ける靴になる 西村 泰紀∥著 主婦の友社

590 ソレダメ!得するマル家事大百科 テレビ東京「ソレダメ!」∥編 KADOKAWA

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

593 スタイリスト佐藤かなが作る赤ちゃんのための服と小物 佐藤 かな∥著 文化学園文化出版局

596 いつもの食材で作れる体にいいおかず ベターホーム協会

596 日々の、ひとり分 薦田 富美子∥[著] 自由国民社

596 これが正解!ひとり暮らしごはんスタートブック 検見崎 聡美∥[著] 主婦の友社

596 エダモンの今日から子どもおかず名人 枝元 なほみ∥著 白泉社

596 荻野恭子が伝えるロシア、大地が育む家庭料理 荻野 恭子∥著 文化学園文化出版局

597 無印良品みんなの収納が見たい! 主婦の友社

626 シロウト夫婦のきょうも畑日和 金田 妙∥著 農山漁村文化協会

673 松下幸之助は私たちの中に生きている 街を元気にプロジェクト∥著 PHP研究所

673 キャバレー、ダンスホール20世紀の夜 今井 晶子∥著 グラフィック社

726 名探偵コナン 'VOLUME92 青山 剛昌∥著 小学館

726 妖怪ウォッチ 11 小西 紀行∥著 小学館

726 おかあさん、ずっとみてて。 k.m.p.∥著 KADOKAWA

767 愛の大売り出し 美輪 明宏∥著 パルコエンタテインメント事業部

778 高峰秀子と十二人の女たち 高峰 秀子∥著 河出書房新社

778 美しく、狂おしく 岩下 志麻∥[述] 文藝春秋

779 人生はおもしろがった人の勝ち 萩本 欽一∥著 大和書房

783 僕しか知らない星野仙一 江本 孟紀∥著 カンゼン

783 野村の哲学ノート「なんとかなるわよ」 野村 克也∥著 ベストセラーズ

786 未完の巡礼 神長 幹雄∥著 山と溪谷社

788 大相撲語辞典 福家 聡子∥著 誠文堂新光社

【　産業　】

【　芸能・工芸・スポーツ・まんが　】

【　手芸・料理・家事・技術　】
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911.4 シルバー川柳 '宴たけなわ編 みやぎシルバーネット∥編 河出書房新社

914.6 あるいて行くとぶつかるんだ 椎名 誠∥著 KADOKAWA

914.6 極小農園日記 荻原 浩∥著 毎日新聞出版

914.6 ★ 家事レポート50年 吉沢 久子∥著 新潟日報事業社

914.6 セキララ人生相談 石田 衣良∥著 ぴあ

914.6 酒の渚 さだ まさし∥著 幻冬舎

914.6 みんな昔はこどもだった 池内 紀∥著 講談社

914.6 花のいのち 瀬戸内 寂聴∥著 講談社

914.6 100歳のほんとうの幸福 吉沢 久子∥著 PHP研究所

914.6 物語のなかとそと 江國 香織∥著 朝日新聞出版

914.6 100歳。今日も楽しい 吉沢 久子∥著 主婦の友社

914.6 最後まで、あるがまま行く 日野原 重明∥著 朝日新聞出版

914.6 犬棒日記 乃南 アサ∥著 双葉社

914.6 吉祥寺デイズ 山田 詠美∥著 小学館

914.6S 逃げる力 百田 尚樹∥著 PHP研究所

916 手作り弁当は、ママから発達障害の娘へのラブレター 桜井 奈々∥著 宝島社

916 小保方晴子日記 小保方 晴子∥著 中央公論新社

933 ★ オリジン 上・下 ダン　ブラウン∥著 KADOKAWA

F 隣のずこずこ 柿村 将彦∥著 新潮社

F ぼくがきみを殺すまで あさの あつこ∥著 朝日新聞出版

F 虚談 京極 夏彦∥著 KADOKAWA

【　文学・詩・エッセイ・外国文学　】

【　小説　】
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F 居酒屋ぼったくり　9 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

F 引き抜き屋　1 雫井 脩介∥著 PHP研究所

F カナシミ スネオヘアー∥著 リットーミュージック

F 身代わり忠臣蔵 土橋 章宏∥著 幻冬舎

F わかって下さい 藤田 宜永∥[著] 新潮社

F 悲体 連城 三紀彦∥著 幻戯書房

F 天龍院亜希子の日記 安壇 美緒∥著 集英社

F 青春のジョーカー 奥田 亜希子∥著 集英社

F 青くて痛くて脆い 住野 よる∥著 KADOKAWA

F 雪割草 横溝 正史∥著 戎光祥出版

F 引き抜き屋　2 雫井 脩介∥著 PHP研究所

F わたしの忘れ物 乾 ルカ∥著 東京創元社

F 私はあなたの記憶のなかに 角田 光代∥著 小学館

F 青空と逃げる 辻村 深月∥著 中央公論新社

F 本のエンドロール 安藤 祐介∥著 講談社

F 敗れども負けず 武内 涼∥著 新潮社

F 本好きの下剋上　'第4部[2] 香月 美夜∥著 TOブックス

F 長く高い壁 浅田 次郎∥著 KADOKAWA

F ログ・ホライズン 橙乃 ままれ∥著 KADOKAWA

F 魔力の胎動 東野 圭吾∥著 KADOKAWA

F 雨と詩人と落花と 葉室 麟∥著 徳間書店

F 死の島 小池 真理子∥著 文藝春秋

F 浮雲心霊奇譚　4 神永 学∥著 集英社

F 集団探偵 三浦 明博∥著 講談社

F アンダーカバー 麻生 幾∥著 幻冬舎

F 貝社員浅利軍平 浜口 倫太郎∥著 講談社

F 湖畔の愛 町田 康∥著 新潮社

F 私小説 市川 拓司∥著 朝日新聞出版

F にらみ 長岡 弘樹∥著 光文社

F 枕女王 新堂 冬樹∥著 河出書房新社
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F おまじない 西 加奈子∥著 筑摩書房

F トッカン 高殿 円∥著 早川書房

F 悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山 七里∥著 講談社

F 駒子さんは出世なんてしたくなかった 碧野 圭∥著 キノブックス

FB デート・ア・ライブ　18 橘 公司∥著 KADOKAWA

FB 魔法科高校の劣等生　24 佐島 勤∥[著] KADOKAWA

FB 闇の叫び 堂場 瞬一∥著 文藝春秋

FB うちの殿下は見事な脆弱さと驚きのどんくささを持つ素晴らしい女性(ひと)です 秋杜 フユ∥著 集英社

FB 黄砂の進撃 松岡 圭祐∥[著] 講談社

FB 変態王子と笑わない猫。　12 さがら 総∥著 KADOKAWA

FB 鯖猫長屋ふしぎ草紙　4 田牧 大和∥著 PHP研究所

FS 悲球伝 西尾 維新∥著 講談社

FS 日本遺産に消えた女 西村 京太郎∥[著] 徳間書店

FS 十津川警部九州観光列車の罠 西村 京太郎∥著 集英社

H211 りんご侍と呼ばれた開拓者 森山 祐吾∥著 中西出版

H291 laufen Cukaのオホーツクまち発見!!旅紀行 Cuka∥著 柏艪舎

H291 るるぶ札幌　19 JTBパブリッシング

H291 ＨＯ（ほ）　'２０１８年６月号 ぶらんとマガジン社

H291 ママじゃらん北海道　'2018春夏 リクルート北海道じゃらん

H291 るるぶ十勝帯広ガーデン街道　2018年カレンダー JTBパブリッシング

H291 札幌 富良野・小樽・旭山動物園　19 昭文社

H291 るるぶドライブ北海道ベストコース　19 JTBパブリッシング

H291 じゃらんで旅する北海道　'2018～2019 リクルート北海道じゃらん

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　2018 北海道日本ハムファイターズ

【　北海道資料　】
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J0 朝日ジュニア学習年鑑　2018 朝日新聞出版

J1 ホンこわ!あなたの後ろの本当は怖い場所 野宮 麻未∥著 理論社

J2 島津斉彬 加来 耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

J3 「負けてられねぇ」と今日も畑に 豊田 直巳∥写真　文 農山漁村文化協会

J3 「牛が消えた村」で種をまく 豊田 直巳∥写真　文 農山漁村文化協会

J3 「孫たちは帰らない」けれど 豊田 直巳∥写真　文 農山漁村文化協会

J4 診療放射線技師になるには 笹田 久美子∥著 ぺりかん社

J5 企業内職人図鑑　15 こどもくらぶ∥編 同友館

J6 かび・きのこ 白水 貴∥監修 農山漁村文化協会

J6 なっとう菌 木村 啓太郎∥監修 農山漁村文化協会

J6 しあわせの牛乳 佐藤 慧∥著 ポプラ社

J6 こうじ菌 北垣 浩志∥監修 農山漁村文化協会

J7 おってあそぼ!アンパンマン やなせ たかし∥原作 フレーベル館

J7 スポーツ年鑑　2018 ポプラ社

J9 おかわりへの道 山本 悦子∥作 PHP研究所

J9 コヨーテ七人の巨人とたたかう 高野 由里子∥編訳 風濤社

J9 妖怪たぬきポンチキン雪わらしとのやくそく 山口 理∥作 文溪堂

J9 ぼくはなんでもできるもん いとう みく∥作 ポプラ社

J9 リメンバー・ミー アンジェラ　セルバンテス∥作 偕成社

J9 まいごのビーチサンダル 村椿 菜文∥作 あかね書房

J9 その景色をさがして 中山 聖子∥著 PHP研究所

J9 春の旅人 村山 早紀∥著 立東舎

J9 洪水の前 赤川 次郎∥著 汐文社

【　児童書　】
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J9 SNSトラブル連鎖 高橋 幹子∥著 金の星社

J9 おばあちゃんのごめんねリスト フレドリック　バックマン∥著 早川書房

J9 ヒトラーと暮らした少年 ジョン　ボイン∥著 あすなろ書房

J9S ★ 世界一クラブ　1・2 大空 なつき∥作 KADOKAWA

J9S 源氏物語の教え 大塚 ひかり∥著 筑摩書房

E アニマルズ エマ　ドッズ∥ぶん ポプラ社

E あーん 市原 淳∥作 えほんの杜

E いろいろおしたく えがしら みちこ∥作 小学館

E ウルフィーは、おかしなオオカミ? ニコラ　シニア∥さく ほるぷ出版

E うごかせ!のりもの 鎌田 歩∥作　絵 教育画劇

E おべんとうしろくま 柴田 ケイコ∥作　絵 PHP研究所

E 恐竜トリケラトプスはじめてのたたかい 黒川 みつひろ∥作　絵 小峰書店

E ★ きょうりゅうたちがかぜひいた ジェイン　ヨーレン∥文 小峰書店

E くだものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ∥作　絵 ポプラ社

E ぐらぐらゆれたらだんごむし! 国崎 信江∥監修 東京書店

E コアラアラアラやってきて おおなり 修司∥文 絵本館

E こびとかなのもりへようこそ おがわ ようこ∥作　絵 フレーベル館

E さやかちゃん くすのき しげのり∥作 ポプラ社

E しばはま 野村 たかあき∥文 絵 教育画劇

E じかんだよー! さいとう しのぶ∥著 白泉社

E ぜったいいぬをかうからね ローレン　チャイルド∥作 フレーベル館

【　絵本】
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E そらからぼふ～ん 高畠 那生∥作 くもん出版

E たぬきの花よめ道中 最上 一平∥作 岩崎書店

E たなばたバス 藤本 ともひこ∥作　絵 鈴木出版

E ティモシーとサラかあさんのすきだった木 芭蕉 みどり∥作　絵 ポプラ社

E としおくんむし ねじめ 正一∥文 光村教育図書

E どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう∥文 アリス館

E はるをつかまえたうさぎちゃん 延原 清子∥原作 ひかりのくに

E はじめてのはじまり 中川 ひろたか∥ぶん 小学館

E バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか∥作 絵 文溪堂

E バムとケロのそらのたび 島田 ゆか∥作 絵 文溪堂

E バムとケロのもりのこや 島田 ゆか∥作 絵 文溪堂

E バムとケロのにちようび 島田 ゆか∥作 絵 文溪堂

E バムとケロのおかいもの 島田 ゆか∥作 絵 文溪堂

E 光と闇と 長田 真作∥[作] 集英社

E HUGっと!プリキュア げんきのプリキュア、たんじょう! 講談社

E まちあわせは木のところ 牛窪 良太∥著 白泉社

E 母ぐま子ぐま 椋 鳩十∥作 理論社

E もしぼくが本だったら ジョゼ　ジョルジェ　レトリア∥ぶん KTC中央出版

E やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ なかや みわ∥さく 白泉社

E わたしおべんきょうするの 角野 栄子∥作 文溪堂

PS ころん  こっつんこ こが  ようこ∥脚本 童心社

PS チンパンジーのおんがくかい あべ  弘士∥脚本・絵 童心社
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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

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

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。

【図書館の新着図書情報　２０１８年５月号】　２０１８年４月３０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

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。
新着の雑誌（透明のブックカバーが掛かっている雑誌）は、
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