
007 パソコンで困ったときに開く本　2019 　 　朝日新聞出版

007 AI時代の憲法論 　木村 草太∥編著 　毎日新聞出版

019 即効!成果が上がる速読の技術 　佐々木 豊文∥著 　明日香出版社

031 現代用語の基礎知識　2019 　自由国民社∥編集 　自由国民社

049 ★ 日本人の9割がやっている残念な習慣 　ホームライフ取材班∥編 　青春出版社

143 “妻の地雷”を踏まない本 　鶴田 豊和∥著 　ぴあ

146 大丈夫。人間だからいろいろあって 　香山 リカ∥著 　新日本出版社

146 やっぱり、それでいい。 　細川 貂々∥著 　創元社

147 冥界からの電話 　佐藤 愛子∥著 　新潮社

159 動じないで生きる 　矢作 直樹∥著 　幻冬舎

210 信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史 　平林 純∥著 　集英社

210.1 ★ 日本国紀 　百田 尚樹∥著 　幻冬舎

281 ヘッポコ征夷大将軍 　長谷川 ヨシテル∥著 　柏書房

289.1 ぷらべん 　冨岡 一成∥著 　旬報社

（２０１８年１２月１日～１２月３１日分）

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

【人生訓・哲学】

【地理・歴史・伝記】

今年は本活してみよう！！

2019.1
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302 THE LAST GIRL 　ナディア　ムラド∥著 　東洋館出版社

327 あふれでたのはやさしさだった 　寮 美千子∥著 　西日本出版社

335 ルポ企業墓 　山田 直樹∥著 　イースト・プレス

336 NHK芸人先生 　NHK「芸人先生」制作班∥編 　宝島社

345 　大河内 薫∥著 　サンクチュアリ出版

364 人生100年時代の年金戦略 　田村 正之∥著 　日本経済新聞出版社

367 60歳からの新・幸福論 　曽野 綾子∥ほか著 　宝島社

367 妻と正しくケンカする方法 　小林 美智子∥著 　大和書房

379 パパのための娘トリセツ 　小野寺 敦子∥監修 　講談社

385 大人の礼服とマナー 　 　文響社

388 ★ 妖怪たちのいるところ 　水木 しげる∥絵 　KADOKAWA

490 ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方 　櫻井 大典∥著 　ナツメ社

493 胃弱のトリセツ 　池谷 敏郎∥著 　毎日新聞出版

493 この先どうすればいいの?18歳からの発達障害 　宮尾 益知∥監修 　大和出版

498 体においしい煮出しまいたけ 　難波 宏彰∥監修 　サンマーク出版

498 100歳まで元気!おいしく健康300レシピ 　岩崎 啓子∥[著] 　主婦の友社

【社会・資格・教育】

【自然・理数・健康】

お金のこと何もわからないままフ

リーランスに'なっちゃいましたが税

金で損しない方法を教えて下さい!
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594 ちりめんで作るお細工巾着 　 　ブティック社

594 ハギレを楽しむバッグ&ポーチ 　 　ブティック社

594 ハイミセスの手編みの帽子 　 　ブティック社

595 30秒で腹筋100回分!リンパひねりで全身がやせる 　高橋 義人∥著 　PHP研究所

596 おづまりこのゆるっとたのしいおうち飲み 　おづ まりこ∥著 　永岡書店

596 はじめての台湾料理 　星野 奈々子∥著 　パルコエンタテインメント事業部

596 毎日ラクラク!中高生のお弁当304 　成沢 正胡∥[著] 　枻出版社

645 ペットと暮らす掃除術 　杉本 彩∥著 　徳間書店

645 平成犬バカ編集部 　片野 ゆか∥著 　集英社

673 歌舞伎町の独特な生き物図鑑 　MAYURA∥著 　主婦の友社

673 これだけできれば大丈夫!すぐ使える!接客1年生 　七條 千恵美∥著 　ダイヤモンド社

711 ヒンメリをつくる 　山本 睦子∥編 　誠文堂新光社

726 聖(セイント)☆おにいさん 16 　中村 光∥著 　講談社

726 これでいいのだ…さよならなのだ 　赤塚 不二夫∥著 　小学館

767 蒼い空へ   夫・西城秀樹との18年 　木本 美紀∥著 　小学館

778 僕が骨髄提供をした理由(わけ)。 　木下 ほうか∥著 　辰巳出版

779 ★ 「さみしさ」の研究 　ビートたけし∥著 　小学館

788 天龍源一郎の世界一滑舌の悪い人生相談 　天龍 源一郎∥著 　白夜書房

788 貴乃花「角界追放劇」の全真相 　鵜飼 克郎∥著 　宝島社

【手芸・料理・家事・技術】

【産業】

【芸能・工芸・スポーツ・まんが・】
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911.5 幸せについて 　谷川 俊太郎∥著 　ナナロク社

914.6 おばちゃん介護道 　山口 恵以子∥著 　大和出版

914.6 不良老人の文学論 　筒井 康隆∥著 　新潮社

914.6 猫も老人も、役立たずでけっこう 　養老 孟司∥著 　河出書房新社

914.6 大人の流儀 8 　伊集院 静∥著 　講談社

914.6 牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 　内館 牧子∥著 　主婦の友社

914.6 バナナの丸かじり 　東海林 さだお∥著 　朝日新聞出版

914.6 ★ 命の限り、笑って生きたい 　瀬戸内 寂聴∥著 　光文社

914.6 人生の後片づけ 　曾野 綾子∥著 　河出書房新社

914.6 針と糸 　小川 糸∥著 　毎日新聞出版

915.6 曙光を旅する 　葉室 麟∥著 　朝日新聞出版

933B ミスター・メルセデス 上･下 　スティーヴン　キング∥著 　文藝春秋

953B 炎の色　上･下 　ピエール　ルメートル∥著 　早川書房

F 愉楽にて 　林 真理子∥著 　日本経済新聞出版社

F ★ 昨日がなければ明日もない 　宮部 みゆき∥著 　文藝春秋

F さよならの夜食カフェ 　古内 一絵∥著 　中央公論新社

F 雑賀のいくさ姫 　天野 純希∥著 　講談社

F ショートショート美術館 　太田 忠司∥著 　文藝春秋

F ★ フーガはユーガ 　伊坂 幸太郎∥著 　実業之日本社

F 不意撃ち 　辻原 登∥著 　河出書房新社

F アトラス 　神永 学∥著 　新潮社

F 静おばあちゃんと要介護探偵 　中山 七里∥著 　文藝春秋

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

【小説】
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F 介護士K 　久坂部 羊∥著 　KADOKAWA

F それでも空は青い 　荻原 浩∥著 　KADOKAWA

F 千のグラスを満たすには 　遠藤 彩見∥著 　新潮社

F 夜汐 　東山 彰良∥著 　KADOKAWA

F 草々不一 　朝井 まかて∥著 　講談社

F ダンシング・マザー 　内田 春菊∥著 　文藝春秋

F はつ恋 　村山 由佳∥著 　ポプラ社

F 人生のピース 　朝比奈 あすか∥著 　双葉社

F 救済 　長岡 弘樹∥著 　講談社

F 常設展示室 　原田 マハ∥[著] 　新潮社

F 甦った田中角栄日本ゼロ計画 　山嵜 寿郎∥著 　合同フォレスト

F 熱帯 　森見 登美彦∥著 　文藝春秋

F 雨上がり月霞む夜 　西條 奈加∥著 　中央公論新社

F こちら横浜市港湾局みなと振興課です 　真保 裕一∥著 　文藝春秋

F 花折 　花村 萬月∥著 　集英社

F 鼠、恋路の闇を照らす 　赤川 次郎∥著 　KADOKAWA

F そこにいるのに 　似鳥 鶏∥著 　河出書房新社

F 会社を綴る人 　朱野 帰子∥著 　双葉社

FB ラストライン 　堂場 瞬一∥著 　文藝春秋

FB 相棒　season16中 　輿水 泰弘∥ほか脚本 　朝日新聞出版

FB やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。13　　 　渡 航∥[著] 　小学館

FB 魔法科高校の劣等生　27 　佐島 勤∥[著] 　KADOKAWA
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FB いざ帰りなん 　佐伯 泰英∥著 　新潮社

FB 道標 　小杉 健治∥著 　朝日新聞出版

FS 知覧と指宿枕崎線の間 　西村 京太郎∥著 　KADOKAWA

H291 別ＨＯ（ほ）　２０１９年１月号増刊 　 　ぶらんとマガジン社

H316 こころ揺らす 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社

H367 ★ 知っ得!納得!みんなの終活 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社

H488 なるほどそうだね札幌のカラス　2 　中村 眞樹子∥著 　北海道新聞社

H588 世界に一軒だけのパン屋 　野地 秩嘉∥著 　小学館

H783 ファイターズオフィシャルグラフィックス　2018 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社

HJ4 キタリス・ウーと森のお医者さん 　竹田津 実∥文　写真 　PHP研究所

K211.1 ★ 写真アルバム  オホーツクの昭和 　いき出版∥企画・製作 　いき出版

J2 歴史について知っておくべき100のこと 　ローラ　コーワン∥[ほか]文 　小学館

J3 クレヨンしんちゃんのアブナイ!ことから 　臼井 儀人∥キャラクター原作 　双葉社

自分を守るために知っておきたいこと

J3 ちびまる子ちゃんのマナーとルール 　さくら ももこ∥キャラクター原作 　集英社

J3 はじめての子ども手話 　谷 千春∥監修 　主婦の友社

J4 読書がたくましい脳をつくる 　川島 隆太∥著 　くもん出版

J4 医薬品業界で働く 　池田 亜希子∥著 　ぺりかん社

J5 ちびまる子ちゃんの整理整とん 　さくら ももこ∥キャラクター原作 　集英社

J7 カーリング女子 　田中 充∥編 　汐文社

J8 5日で学べて一生使える!レポート・論文の教科書 　小川 仁志∥著 　筑摩書房

J8 こどもアナウンスブック 　常世 晶子∥著 　子どもの未来社

【　児童書　】

【北海道資料】
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J9 おばあちゃんのわすれもの 　森山 京∥作 　のら書店

J9 ソロモンの白いキツネ 　ジャッキー　モリス∥著 　あすなろ書房

J9 メガネくんとハダシくん 　二見 正直∥さく 　偕成社

J9 学校へ行こう 　いとう ひろし∥作 　理論社

J9 みけねえちゃんにいうてみな 　村上 しいこ∥作 　理論社

J9 落語ねこ 　赤羽 じゅんこ∥作 　文溪堂

J9 ホテルやまのなか小学校の時間割 　小松原 宏子∥作 　PHP研究所

J9 マジックウッズ戦記　1[下] 　クレシッダ　コーウェル∥作 　小峰書店

J9 魔女が相棒?ねぐせのヤマネ姫 　柏葉 幸子∥作 　理論社

J9 転校生は忍者?! 　もとした いづみ∥作 　佼成出版社

J9 トンネルの向こうに 　マイケル　モーパーゴ∥作 　小学館

J9 かいけつゾロリロボット大さくせん 　原 ゆたか∥さく　え 　ポプラ社

J9 リスの森ひっこし大作戦 　リン　レイ　パーキンス∥作　絵 　偕成社

J9 くるみわり人形 　E.T.A.ホフマン∥作 　ポプラ社

J9 さよ 　森川 成美∥作 　くもん出版

J9 うみのとしょかん ウミウシはじめてのこい 　葦原 かも∥作 　講談社

J9 二年二組のたからばこ 　山本 悦子∥作 　童心社

J9 エレベーターのふしぎなボタン 　加藤 直子∥作 　ポプラ社

J9 工場長のひみつのおひるね 　みずの よしえ∥作 　偕成社

J9 ほんやのねこ 　ヒグチ ユウコ∥絵と文 　白泉社

J9 ユンボのいる朝 　麦野 圭∥作 　文溪堂

J9 窓をあけて、私の詩をきいて 　名木田 恵子∥著 　出版ワークス

J9 そしてぼくらは仲間になった 　小嶋 陽太郎∥作 　ポプラ社

J9 変化球男子 　M.G.ヘネシー∥作 　鈴木出版

J9 ヴンダーカンマー 　樫崎 茜∥著 　理論社
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E あいさつできるよ 　リチャード　スキャリー∥さく 　好学社

E いちごちゃん 　さとう めぐみ∥作　絵 　PHP研究所

E うーこのてがみ 　小池 アミイゴ∥ぶん　え 　KADOKAWA

E パンダくんほしぞらでおよいだよ! 　ヤスダ ユミコ∥さく 　パイインターナショナル

E 90さいのキヨさん 　まつ つむぎ∥さく 　文芸社

E 徂徠どうふ 　宝井 琴調∥文 　福音館書店

E ＧＯ！ＧＯ！カートくん　すき？きらい？ 　 　三起商行

ベジタブルだいさくせん

E ごりらかあさん 　のぶみ∥さく 　小学館

E サンタようちえん 　上原 結子∥作 画 　イースト・プレス

E さぁ、てをだして 　スギヤマ カナヨ∥著 　アリス館

E さかなちゃん 　平田 昌広∥作 　少年写真新聞社

E しあわせになあれ 　弓削田 健介∥詩 　瑞雲舎

E しょくパンにんじゃ 　苅田 澄子∥作 　PHP研究所

E ジヘーショーのバナやん 　成沢 真介∥文 　少年写真新聞社

E １０ぴきこぶたは かぜっぴき 　たちばな さきこ∥さく・え 　チャイルド本社

E だいこんさんおふろにはいる 　岡田 よしたか∥さく 　PHP研究所

E ちいさなちいさなほうせきのもり 　さかい さちえ∥[作] 　教育画劇

【　絵本　】
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E トムとジェリーをさがせ! 　宮内 哲也∥絵 　河出書房新社

世界の国からこんにちは

E トムがてぶくろおとしたら 　ジム　エイルズワース∥文 　犀の工房

E どうやってつくるの？ たことこま２０１９－１ 　田村 孝介∥撮影 　チャイルド本社

E にぎやかなおでん 　犬飼 由美恵∥文 　教育画劇

E にじいろのしあわせ 　マーロン　ブンド∥作 　岩崎書店

E はじめてのほんやさん 　よしだ るみ∥文　絵 　DINO BOX

E 映画HUGっと!プリキュア♡ふたりはプリキュア 　 　講談社

オールスターズメモリーズ

E ベンソン先生にあたしはきっと☆はもらえない 　ジェニファー　K.マン∥作 　光村教育図書

E 星のひとみ 　せな けいこ∥絵 　KADOKAWA

E ぼく、仮面ライダーになる!　ジオウ編 　のぶみ∥さく 　講談社

E ママー、ポケット! 　デヴィッド　エズラ　シュタイン∥作 　光村教育図書

E まめとすみとわら 　せな けいこ∥ぶん　え 　廣済堂あかつき

E ミッキーのまほうつかいのでし 　講談社∥編 　講談社

E もももすももも 　新井 洋行∥作 　講談社

E もみじのてがみ 　きくち ちき∥作　絵 　小峰書店

E モンタのたこあげたいかい 　よしもと そう∥さく・え 　チャイルド本社

E 雪の花 　セルゲイ　コズロフ∥原作 　偕成社

E ろっかのきせつ 　荒木 健太郎∥さく 　ジャムハウス

PS いのししのおんがえし 　津田 真一∥脚本 　童心社

PS くまちゃんのぽかぽかぼうし 　すとう あさえ∥脚本 　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

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。

【図書館の新着図書情報　２０１９年１月号】　２０１８年１２月２９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
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