
    024S すごい古書店 変な図書館 井上 理津子∥[著] 祥伝社

     071 北海道新聞 ２０１７年８月号 Ｎｏ．605 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

     071 北海道新聞 ２０１７年９月号 Ｎｏ．606 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

     124 老子と荘子のまあるく生きるヒント 河出書房新社∥編 河出書房新社

     151 月曜日が楽しくなる幸せスイッチ 前野 マドカ∥著 ヴォイス出版事業部

     159 マンガでわかる100%幸せな1%の人々 小林 正観∥著 KADOKAWA

     159 「つらいから、会社やめます」が言えないあなたへ 心屋 仁之助∥著 宝島社

    159B また身の下相談にお答えします 上野 千鶴子∥著 朝日新聞出版

     182 ブッダの毒舌 平野 純∥監修 芸術新聞社

     210 元号 山本 博文∥編著 悟空出版

     210 それ、時代ものにはNGです 若桜木 虔∥著 叢文社

     283 ナチの子どもたち タニア　クラスニアンスキ∥著 原書房

    288S 国旗で読む世界史 吹浦 忠正∥[著] 祥伝社

     288 美智子さまに学ぶエレガンス 渡邉 みどり∥著 学研プラス

     289 吉本せいと林正之助愛と勇気の言葉 坂本 優二∥著 イースト・プレス

 291 ブラタモリ　 9・10 NHK「ブラタモリ」制作班∥監修 KADOKAWA

（2017年10月1日～10月31日分）

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いれておきます。
佐呂間町立図書館（ＴＥＬ　２－２２１５）

【 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】

の 
2017.11 
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     302 ニッポンの大問題　'少子“超”高齢化編 石破 茂∥著 ワニブックス

     304 日本人だけがなぜ日本の凄さに気づかないのか ケント　ギルバート∥著 徳間書店

     304 不都合な日本語 大野 敏明∥著 展転社

     304 おい、マジか。池上彰の「ニュースを疑え!」 池上 彰∥著 文藝春秋

     316 ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 永井 陽右∥著 合同出版

     330 森卓77言 森永 卓郎∥著 プレジデント社

     361 「とにかく優位に立ちたい人」を軽くかわすコツ 石原 加受子∥著 学研プラス

     369 介護スタッフのためのシニアの心と体によい言葉がけ5つの鉄則 斎藤 道雄∥著 黎明書房

     369 知的障害のある人のライフストーリーの語りからみた障害の自己認識 杉田 穏子∥著 現代書館

    379S その「英語」が子どもをダメにする 榎本 博明∥著 青春出版社

     491 ★ 肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山 耕一郎∥著 飛鳥新社

     494 IGF-1と血流を増やせば髪はみるみる生えてくる! 岡嶋 研二∥著 平原社

     498 定年後が180度変わる大人の運動 中野 ジェームズ修一∥著 徳間書店

     498 はちみつ日和 前田 京子∥著 マガジンハウス

     498 かみやすい、飲み込みやすい健康ごはん 山田 晴子∥料理指導 主婦の友社

     521 日本の最も美しい町 美しい町研究会∥著 エクスナレッジ

     523 東京モダン建築さんぽ 倉方 俊輔∥著 エクスナレッジ

     536 電車の顔図鑑 江口 明男∥著 天夢人

     594 カンタン!かぎ針編み お掃除はおまかせ!お手伝いワンちゃんのエコたわし100 アップルミンツ

     594 ズパゲッティで編むあみぐるみ アップルミンツ

     594 ディズニーニットクッション ブティック社

     594 アクレーヌで作るディズニーツムツムマスコット 佐々木 公子∥著 ブティック社

     594 柴田明美小さなかわいいキルト 柴田 明美∥[著] ブティック社

     596 バターを使わない!パウンド型ひとつで50のケーキ 吉川 文子∥著 世界文化社

     596 居酒屋・ビストロ・バルのおでん料理 旭屋出版編集部∥編 旭屋出版

     596 朝ごはんBEST200 枻出版社

     596 きゅうり食べるだけダイエット 野崎 洋光∥著 KADOKAWA

     596 日本茶のさわやかスイーツ 本間 節子∥著 世界文化社

     596 クックパッドのおいしい厳選!おつまみレシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社

【自然・理数・健康】

【手芸・料理・家事・技術】

【社会・資格・教育】
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     596 DIYでピザ窯を作る本 学研プラス

     596 「てんぷら近藤」主人のやさしく教える天ぷらのきほん 近藤 文夫∥著 世界文化社

     599 ま・ごはん 片岡 護∥著 木楽舎

     599 でこぼこステップ コンドウ アキ∥著 主婦と生活社

     645 トゲもふ!はりねずみのあずき 角田 修一∥写真　文 KADOKAWA

    673S 世界に広がる日本の職人 青山 玲二郎∥著 筑摩書房

     699 久米宏です。 久米 宏∥著 世界文化クリエイティブ

     724 ペイントクラフトデザインズ　'Ｖｏｌ．14 2017 冬春号 日本ヴォーグ社

     778 高倉健 七つの顔を隠し続けた男 森 功∥著 講談社

    784S トップスケーターのすごさがわかるフィギュアスケート 中野 友加里∥著 ポプラ社

     788 いまからでも遅くない転ばぬ先のシコ 元　一ノ矢∥著 ベースボール・マガジン社

     788 相撲茶屋のおかみさん 横野 レイコ∥著 現代書館

     814 大人の語彙力ノート 齋藤 孝∥著 SBクリエイティブ

     904 池澤夏樹、文学全集を編む 河出書房新社編集部∥編 河出書房新社

     911.4 シルバー川柳　７ 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社

     911.4 シルバー川柳　'青い山脈編 みやぎシルバーネット∥編 河出書房新社

     914.6 昭和の男 半藤 一利∥著 東京書籍

     914.6 やばい老人になろう さだ まさし∥著 PHP研究所

     914.6 松任谷正隆の素 松任谷 正隆∥著 光文社

     915.6 私たちの星で 梨木 香歩∥著 岩波書店

     916 ナイフみたいにとがってら　2 月野 まる∥著 KADOKAWA

     918 日本文学全集　04 池澤 夏樹∥個人編集 河出書房新社

【産業】

【芸能・工芸・スポーツ・まんが・】

【ことば・話し方】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】
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     929 自由を盗んだ少年 金 革∥著 太田出版

    933B 月明かりの男 ヘレン　マクロイ∥著 東京創元社

     F 末ながく、お幸せに あさの あつこ∥著 小学館

     F バック・ステージ 芦沢 央∥著 KADOKAWA

     F 本日も教官なり 小野寺 史宜∥著 KADOKAWA

     F 騙し絵の牙 塩田 武士∥著 KADOKAWA

     F 冤罪犯 翔田 寛∥著 KADOKAWA

     F オリンピックがやってきた 堀川 アサコ∥著 KADOKAWA

     F この世の春　上・下 宮部 みゆき∥著 新潮社

     F ルールズ 新藤 晴一∥著 マガジンハウス

     F 地獄の犬たち 深町 秋生∥著 KADOKAWA

     F でれすけ 簑輪 諒∥著 徳間書店

     F 死神と道連れ 赤川 次郎∥著 集英社

     F ディレクターズ・カット 歌野 晶午∥著 幻冬舎

     F ワルツを踊ろう 中山 七里∥著 幻冬舎

     F 淳子のてっぺん 唯川 恵∥著 幻冬舎

     F 本好きの下剋上　'第3部[5] 香月 美夜∥著 TOブックス

     F 機龍警察狼眼殺手 月村 了衛∥著 早川書房

     F 裏切りのホワイトカード 石田 衣良∥著 文藝春秋

     F 星ちりばめたる旗 小手鞠 るい∥著 ポプラ社

     F フェルメールの街 櫻部 由美子∥[著] 角川春樹事務所

     F 乗りかかった船 瀧羽 麻子∥著 光文社

     F 心中旅行 花村 萬月∥著 光文社

     F 草笛物語 葉室 麟∥著 祥伝社

     F マスカレード・ナイト 東野 圭吾∥著 集英社

     F ヴィオレッタの尖骨 宮木 あや子∥著 河出書房新社

     F 遺産ゲーム 藤原 一裕∥著 KADOKAWA

【小説】
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     F 風神雷神　'風の章 柳 広司∥著 講談社

     F 風神雷神　'雷の章 柳 広司∥著 講談社

    FB 変装令嬢と家出騎士 秋杜 フユ∥著 集英社

    FB 花咲舞が黙ってない 池井戸 潤∥著 中央公論新社

    FB 鯖猫長屋ふしぎ草紙　3 田牧 大和∥著 PHP研究所

    FB 天明の月 前田 珠子∥著 集英社

    FB ソードアート・オンライン　20 川原 礫∥[著] KADOKAWA

    FB ねこの証明 森村 誠一∥[著] 講談社

    FB 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる　13 裕時 悠示∥著 SBクリエイティブ

    FB 恨み残さじ 佐伯 泰英∥著 双葉社

    FS 京都・舞鶴殺人事件 梓 林太郎∥[著] 徳間書店

    FS 7人の名探偵 綾辻 行人∥[著] 講談社

    FS 十津川警部予土(ローカル)線に殺意が走る 西村 京太郎∥著 祥伝社

    H291 とっておき！小樽さんぽ 田口 智子∥著 北海道新聞社

    J0 パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング　１～３ 松林 弘治∥著 角川アスキー総合研究所

    J1 こどもブッダのことば 齋藤 孝∥監修 日本図書センター

    J2 １００人が語る戦争とくらし　1～３ 大石 学∥監修 学研プラス

    J2 学研まんがＮＥＷ世界の歴史　'別巻１ 学研プラス

    J2 上杉謙信 加来 耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

    J3 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　'第２期１ 須藤 健一∥監修 学研プラス

    J3 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　'第２期２ 須藤 健一∥監修 学研プラス

    J3 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　'第２期３ 須藤 健一∥監修 学研プラス

    J3 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　'第２期４ 須藤 健一∥監修 学研プラス

    J3 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　'第２期５ 須藤 健一∥監修 学研プラス

【北海道資料】

【　児童書　】
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    J3 「話す・聞く・書く」でアクティブラーニング！'1・2年生 水戸部 修治∥監修 あかね書房

    J3 「話す・聞く・書く」でアクティブラーニング！'３・4年生 水戸部 修治∥監修 あかね書房

    J3 「話す・聞く・書く」でアクティブラーニング！'5・6年生 水戸部 修治∥監修 あかね書房

    J3 まちのしごとば大研究　1～５ まちのしごとば取材班∥編 岩崎書店

    J3 道具からみる昔のくらしと子どもたち　4～６ 須藤 功∥編 農山漁村文化協会

    J3 サイエンスコナン防災の不思議 青山 剛昌∥原作 小学館

    J3 和食のえほん 江原 絢子∥監修 PHP研究所

    J3 考えよう!子どもの貧困 中嶋 哲彦∥監修 PHP研究所

    J3 よくわかるLGBT 藤井 ひろみ∥監修 PHP研究所

    J4 教科書に出てくる生きもののすみか　1～4 学研プラス

    J4 ドングリ<コナラ>の絵本 大久保 達弘∥編 農山漁村文化協会

    J4 ブナの絵本 大久保 達弘∥編 農山漁村文化協会

    J4 スギの絵本 正木 隆∥編 農山漁村文化協会

    J4 ケヤキの絵本 横井 秀一∥編 農山漁村文化協会

    J4 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん　11～20 ポプラ社

    J4 冬眠のひみつ 近藤 宣昭∥監修 PHP研究所

   J4S マンボウのひみつ 澤井 悦郎∥著 岩波書店

    J5 かんたん１５分！材料３つですいすいスイーツ　1～4 宮沢 うらら∥著 汐文社

    J7 音楽をもっと好きになる本　1～4 松下 奈緒∥ナビゲーター 学研プラス

    J7 オールウルトラヒーローベスト大図鑑47 講談社

    J7 ディズニーわくわく折り紙あそび いしばし なおこ∥著 ブティック社

    J9 竜が呼んだ娘 やみ倉の竜 柏葉 幸子∥作 朝日学生新聞社

    J9 カーズクロスロード スーザン　フランシス∥作 偕成社

    J9 ビブリオバトルへ、ようこそ! 濱野 京子∥作 あかね書房

    J9 オオカミのお札　1～3 おおぎやなぎ ちか∥作 くもん出版

    J9 はりねずみのルーチカ　6 かんの ゆうこ∥作 講談社

    J9 幽霊ランナー 岡田 潤∥作 金の星社

    J9 お願い!フェアリー♥ みずの まい∥作 ポプラ社
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    J9 ほねほねザウルス　18 カバヤ食品株式会社∥原案　監修 岩崎書店

    J9 ルルとララのハロウィン あんびる やすこ∥作　絵 岩崎書店

    J9 にちようびは名探偵 杉山 亮∥作 偕成社

    J9 うっかりの玉 大久保 雨咲∥作 講談社

    J9 ブルちゃんは二十五ばんめの友だち 最上 一平∥作 新日本出版社

    J9 空飛ぶおべんとうツアー 野中 柊∥作 理論社

   J9S 漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山 慶太∥著 岩波書店

     E あしのゆびになまえをつけたら…? ジャン　ルロワ∥文 パイインターナショナル

     E あいたくてあいたくて みやにし たつや∥作　絵 女子パウロ会

     E いっこさんこ 及川 賢治∥作 文溪堂

     E いただきますのおつきさま 鈴木 真実∥作 講談社

     E うるさいアパート マック　バーネット∥文 あすなろ書房

     E うまれてくれてありがとう マーク　スペリング∥文 WAVE出版

     E えとえとがっせん 石黒 亜矢子∥作 WAVE出版

     E おちばのプール 西沢 杏子∥文 子どもの未来社

     E おいしそうなしろくま 柴田 ケイコ∥作　絵 PHP研究所

     E オバケドリ nomaru∥ぶん　え 文芸社

     E おふくさんのおふくわけ 服部 美法∥ぶん　え 大日本図書

【　絵本　】
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     E おててをぽん ささがわ いさむ∥作 学研プラス

     E おたすけおばけ ひらの ゆきこ∥作　絵 ひかりのくに

     E きょうふのおばけにんじん アーロン　レイノルズ∥作 学研プラス

     E くろくんとちいさいしろくん なかや みわ∥さく　え 童心社

     E くねくね! クレール　ズケリ　ローマー∥作 小学館

     E くろっぺのおはなばたけ 飯島 敏子∥原作 ひかりのくに

     E コリスくんのかみひこうき 刀根 里衣∥作 小学館

     E さんかくみつけた 大塚 いちお∥さく 福音館書店

     E しんごうきピコリ ザ　キャビンカンパニー∥作　絵 あかね書房

     E しゃっくりくーちゃん 竹下 文子∥文 白泉社

     E しかくみつけた 大塚 いちお∥さく 福音館書店

     E しあわせ いもと ようこ∥作 講談社

     E スープになりました 彦坂 有紀∥作 講談社

     E すすめ!かいてんずし 岡田 よしたか∥作　絵 ひかりのくに

     E すっぱりめがね 藤村 賢志∥作 教育画劇

     E 空からのぞいた桃太郎 影山 徹∥著 岩崎書店

     E たべてみたい! いしい ひろし∥著 白泉社

     E たからもののあなた まつお りかこ∥作　絵 岩崎書店

     E てをつなぐ 鈴木 まもる∥作 金の星社

     E 東京ディズニーシーでミッキーをさがして! 講談社

     E ドン・キホーテ ミゲル　デ　セルバンテス∥原作 講談社

     E どんぐりないよ 間部 香代∥作 鈴木出版
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     E 日本の神話古事記えほん　1～4 三浦 佑之∥監修 小学館

     E 絵本眠れなくなる宇宙といのちのはなし 佐藤 勝彦∥作 講談社

     E のら犬ボン たじま ゆきひこ∥作 くもん出版

     E ノラネコぐんだん あいうえお 工藤 ノリコ∥著 白泉社

     E パノフじいちゃんのすてきな日クリスマス トルストイ∥原作 女子パウロ会

     E ビルくんとはたらくくるま 新井 洋行∥作　絵 ひさかたチャイルド

     E ふしぎなのりものずかん 斉藤 洋∥作 講談社

     E プレゼントをどうぞ! ひらの ゆきこ∥作　絵 ひかりのくに

     E ぼく、ママとけっこんする! のぶみ∥さく 講談社

     E ぼくのおとうさんとおかあさん みやにし たつや∥作　絵 金の星社

     E ポケットモンスターサン&ムーン～アローラちほうでかくれんぼ～ 小学館集英社プロダクション∥監修　協力 小学館

     E 〇△□のくにのおうさま こすぎ さなえ∥さく PHP研究所

     E まるみつけた 大塚 いちお∥さく 福音館書店

     E みてみておかあさん LEE∥文 白泉社

     E もうじゅうはらへりくま 塚本 やすし∥作 ポプラ社

     E ゆでたまごでんしゃ くればやし よしえ∥さく 交通新聞社

     PS ぴっかぴかで  いいきもち 荒木  文子∥脚本 童心社

     PS へんしん  まめまめ 土田  義晴∥脚本・絵 童心社

１１月の休館日は、 

６日（月）１３日（月）２０日（月）２３日（木） 

２７日（月）３０日（木）です。 
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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　２０１７年11月号】　２０１７年10月３１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

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。
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