
007 高校生が教わる「情報社会」の授業が3時間でわかる本 沼 晃介∥著 翔泳社

021 撮ってはいけない 飯野 たから∥著 自由国民社

071 北海道新聞 ２０１７年１２月号 Ｎｏ．609 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

159 君の悩みに答えよう 日本青年心理学会∥企画 福村出版

159S 人生ごっこを楽しみなヨ 毒蝮 三太夫∥[著] KADOKAWA

172 日本の神様解剖図鑑 平藤 喜久子∥著 エクスナレッジ

210.1 ★ 日本二千六百年史 大川 周明∥著 毎日ワンズ

289.1 日野原重明の世界 新老人の会∥編集協力 中央法規出版

289.1 生粋 花田 優一∥著 主婦と生活社

289.1 夕暮れもとぼけて見れば朝まだき 高見 のっぽ∥著 岩波書店

304 文藝春秋オピニオン2018年の論点100 文藝春秋

304S 忖度バカ 鎌田 實∥著 小学館

312 おい、小池! 適菜 収∥著 ベストセラーズ

318 “喜平さ”がつくった奇跡の村 峰 竜太∥著 幻冬舎

361S 47都道府県格差 木原 誠太郎∥著 幻冬舎

365 おひとりさま専用Walker KADOKAWA

366 働く、働かない、働けば 巳年 キリン∥著 三一書房

367 つるとはな　　　第4・5号 つるとはな

382 昭和30～40年代みんなの想い出アルバム 宇山 あゆみ∥著 河出書房新社

（2017年1月1日～1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。

【社会・資格・教育】

【人生訓・哲学】

【地理・歴史・伝記】

の
2018.2
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451 雪崩教本 雪氷災害調査チーム∥編 山と溪谷社

493 がんばりすぎずにしれっと認知症介護 工藤 広伸∥著 新日本出版社

493 休むことも生きること 丸岡 いずみ∥著 幻冬舎

498 ★ 医者が教える食事術最強の教科書 牧田 善二∥著 ダイヤモンド社

540 テヘランからきた男 西田厚聰と東芝壊滅 児玉 博∥著 小学館

593 素敵に着こなすきものリメイク セブン&アイ出版

594 かんたん!まっすぐ編みの素敵ニット セブン&アイ出版

594 アイディアいっぱい!おもしろポーチ大集合! ブティック社

594 猫ぽんぽん trikotri∥著 誠文堂新光社

594 SNOOPYぽんぽん KADOKAWA

596 もう一杯だけ飲んで帰ろう。 角田 光代∥著 新潮社

596 ゆる塩レシピ 牧野 直子∥著 学研プラス

596 ミシュランガイド東京　2018 日本ミシュランタイヤ

596 おいしい記憶 上戸 彩 他∥著 中央公論新社

596 フライパンで作れるまあるいクッキーとタルトとケーキ 若山 曜子∥著 ワニブックス

596S たべたいの 壇 蜜∥著 新潮社

597 暮らし上手の掃除と収納 枻出版社

599 3～6歳のこれで安心子育てハッピーアドバイス 明橋 大二∥著 1万年堂出版

645 ★ 犬が伝えたかったこと 三浦 健太∥編著 サンクチュアリ出版

687 ★ 日航123便墜落の新事実 青山 透子∥著 河出書房新社

694 iPhone芸人かじがや卓哉のスゴいiPhone かじがや 卓哉∥著 インプレス

724 人生で大切なことは月光荘おじさんから学んだ 月光荘画材店∥著 産業編集センター

726 重版出来!　'10 松田 奈緒子∥著 小学館

726 ゴールデンカムイ　11 野田 サトル∥著 集英社

726 ゆるりまいにち猫日和 ゆるり まい∥著 幻冬舎

726 ★ 猫ピッチャー　'6 そにし けんじ∥著 中央公論新社

【自然・理数・健康】

【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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726 ひとりぐらしも極まれり カマタ ミワ∥著 KADOKAWA

726 ★ 百姓貴族　5 荒川 弘∥著 新書館

740 103歳。どこを向いても年下ばかり 笹本 恒子∥著 PHP研究所

770 藝人春秋　２上・２下 水道橋博士∥著 文藝春秋

778 高倉健ラストインタヴューズ 高倉 健∥[述] プレジデント社

786 ★ スノーキャンプ・マニュアル ボーイスカウト日本連盟∥監修 誠文堂新光社

837 英検3級でもどうにかなる英会話 Ms.Kinako∥著 永岡書店

910.2 おちゃめに100歳!寂聴さん 瀬尾 まなほ∥著 光文社

913.7 歌丸ばなし 桂 歌丸∥著 ポプラ社

914.6 身辺整理、わたしのやり方 曽野 綾子∥著 興陽館

914.6 太陽と乙女 森見 登美彦∥著 新潮社

914.6 60歳を過ぎると、人生はどんどんおもしろくなります。 若宮 正子∥著 新潮社

914.6 ダンナの骨壺 高峰 秀子∥著 河出書房新社

914.6 道なき未知 森 博嗣∥著 ベストセラーズ

914.6 桃紅一〇五歳好きなものと生きる 篠田 桃紅∥著 世界文化社

914.6 ★ いつか別れる。でもそれは今日ではない F∥著 KADOKAWA

914.6 焼き鳥の丸かじり 東海林 さだお∥著 朝日新聞出版

914.6 緑の庭で寝ころんで 宮下 奈都∥著 実業之日本社

914.6 ファミリーデイズ 瀬尾 まいこ∥著 集英社

914.6S 遺言。 養老 孟司∥著 新潮社

915.6 北の空と雲と 椎名 誠∥写真と文 PHP研究所

916 うちの子になりなよ 古泉 智浩∥著 イースト・プレス

933 水底の女 レイモンド　チャンドラー∥著 早川書房

F ノーマンズランド 誉田 哲也∥著 光文社

F ビギナーズ・ドラッグ 喜多 喜久∥著 講談社

F シネマコンプレックス 畑野 智美∥著 光文社

F 鍼灸日和 未上 夕二∥著 KADOKAWA

F セブンズ! 五十嵐 貴久∥著 KADOKAWA

【ことば・話し方】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

【小説】
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F ウズタマ 額賀 澪∥著 小学館

F 万屋大悟のマシュマロな事件簿 太田 忠司∥著 ポプラ社

F 銀杏手ならい 西條 奈加∥著 祥伝社

F 逃亡刑事 中山 七里∥著 PHP研究所

F 駐在日記 小路 幸也∥著 中央公論新社

F 彼方の友へ 伊吹 有喜∥著 実業之日本社

F ランチ酒 原田 ひ香∥著 祥伝社

F ねこ町駅前商店街日々便り 柴田 よしき∥著 祥伝社

F 異形のものたち 小池 真理子∥著 KADOKAWA

F 大獄 葉室 麟∥著 文藝春秋

F 痴漢冤罪 新堂 冬樹∥著 祥伝社

F いのち 瀬戸内 寂聴∥著 講談社

F 奔流恐るるにたらず 逢坂 剛∥著 講談社

F 道標 今野 敏∥[著] 角川春樹事務所

F 本好きの下剋上　'第4部[1] 香月 美夜∥著 TOブックス

F きまぐれな夜食カフェ 古内 一絵∥著 中央公論新社

F インフルエンス 近藤 史恵∥著 文藝春秋

F 飼う人 柳 美里∥著 文藝春秋

F 意識のリボン 綿矢 りさ∥著 集英社

F 白磁海岸 高樹 のぶ子∥著 小学館

F 破壊者の翼 似鳥 鶏∥著 河出書房新社

F デッド・オア・アライブ 楡 周平∥著 光文社

F 婚活中毒 秋吉 理香子∥著 実業之日本社

F おもかげ 浅田 次郎∥著 毎日新聞出版

F Dの遺言 柴田 哲孝∥著 祥伝社

F 森家の討ち入り 諸田 玲子∥著 講談社

F ハイキュー!!ショーセツバン!!　9 古舘 春一∥[原]著 集英社

F 代理人(エージェント) 本城 雅人∥著 実業之日本社

FB 珠華杏林医治伝 小田 菜摘∥著 集英社

FB 鋼の錬金術師 荒川 弘∥原作 スクウェア・エニックス
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FB ハーディ　上・下 真山 仁∥[著] 講談社

FB 天明の月　3 前田 珠子∥著 集英社

FB 天鏡のアルデラミン　13 宇野 朴人∥[著] KADOKAWA

FB 相棒　'season15下 輿水 泰弘∥ほか脚本 朝日新聞出版

FB 島抜けの女 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所

FS 青梅線レポートの謎 西村 京太郎∥著 KADOKAWA

FS 北のロマン 青い森鉄道線 西村 京太郎∥[著] 徳間書店

H069 ぶらりあるき北海道の博物館 中村 浩∥著 芙蓉書房出版

H724 きたみ植物画同好会２５周年記念図録  北見の草木を描く  １９９３～２０１７ 清水  敦∥編 きたみ植物画同好会

H783 北海道コンサドーレ札幌公式グラフ　2017 北海道新聞社∥編著 北海道新聞社

J2 伊藤博文 季武 嘉也∥監修 小学館

J3 髪がつなぐ物語 別司 芳子∥著 文研出版

J3 東南アジアで働く 横山 和子∥著 ぺりかん社

J4 地球の森のハートさがし 藤原 幸一∥しゃしん　ぶん ポプラ社

J4 世界は変形菌でいっぱいだ 増井 真那∥著 朝日出版社

J5 企業内職人図鑑　13 こどもくらぶ∥編 同友館

J6 クニマスは生きていた! 池田 まき子∥著 汐文社

J6 魚市場で働く 鑓田 浩章∥著 ぺりかん社

J7 サンリオキャラクターズと女のコおりがみ いしかわ まりこ∥おりがみ制作　指導 小学館

J7 映画かいけつゾロリZZのひみつ 原 ゆたか∥監修 ポプラ社

J8 大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野 真二∥著 河出書房新社

J8 国語好きな子に育つたのしいお話365 日本国語教育学会∥著 誠文堂新光社

【北海道資料】

【　児童書　】
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J9 帽子から電話です 長田 弘∥作 偕成社

J9 図書館にいたユニコーン マイケル　モーパーゴ∥作 徳間書店

J9 四重奏(カルテット)デイズ 横田 明子∥作 岩崎書店

J9 ひみつのきもちぎんこう かぞくつうちょうできました ふじもと みさと∥作 金の星社

J9 まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわ ちひろ∥作 偕成社

J9 さるとびすすけ 愛とお金とゴキZのまき みやにし たつや∥作絵 ほるぷ出版

J9 おとのさま、小学校にいく 中川 ひろたか∥作 佼成出版社

J9 かいけつゾロリのちていたんけん 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社

J9 ホカリさんのゆうびんはいたつ はせがわ さとみ∥作 文溪堂

J9 暗号クラブ　11 ペニー　ワーナー∥著 KADOKAWA

J9 ぼくたち負け組クラブ アンドリュー　クレメンツ∥著 講談社

J9 助っ人マスター 高森 美由紀∥作 フレーベル館

J9 保健室の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社

J9 となりの猫又ジュリ 金治 直美∥作 国土社

J9 背番号42のヒーロー メアリー　ポープ　オズボーン∥著 KADOKAWA

J9 うらない師ルーナと三人の魔女 あんびる やすこ∥作　絵 ポプラ社

J9 ソーリ! 濱野 京子∥作 くもん出版

J9 キズナキス 梨屋 アリエ∥著 静山社

J9 満月の娘たち 安東 みきえ∥著 講談社

J9 真夜中の電話 赤川 次郎∥著 汐文社

J9B 少年Nのいない世界　03 石川 宏千花∥著 講談社
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E ありがとうトワイライトエクスプレス かねづか まこと∥作絵 金の星社

E IMAGINE ジョン　レノン∥詩 岩崎書店

E うちさんぽ 赤川 明∥さく・え チャイルド本社

E おいしいふくやさん あま～いダンスパーティー のし さやか∥作　絵 ひさかたチャイルド

E おみやげや の ルーシー 井上 こみち∥ぶん チャイルド本社

E かくれんぼ 種村 有希子∥作 アリス館

E 義経千本桜 吉田 愛∥文　絵 講談社

E かぜにもらったゆめ 佐藤 さとる∥詩 童心社

E ぎゅっ ミフサマ∥さく　え BL出版

E コんガらガっちどしんどしんちょこちょこすすめ!の本 ユーフラテス∥さく 小学館

E さあ、なげますよ 角野 栄子∥作 文溪堂

E たぬきがのったらへんしんでんしゃ 田中 友佳子∥作　絵 徳間書店

E ちいさなちいさなこおりのくに さかい さちえ∥[作] 教育画劇

E チェブラーシカ エドゥアルド　ウスペンスキー∥[原作] 小学館

E トムとジェリーをさがせ!ドキドキワクワクおしごとワールド 菅原 卓也∥絵 河出書房新社

E とんすけくんはももたろう 長尾 謙一郎∥著 小学館

E ねんねのうた えがしら みちこ∥作 講談社

E はたらくいぬ　'２０１８－１ 今泉 忠明∥監修 チャイルド本社

E 灰屋灰次郎 灰はございー 飯野 和好∥作 アリス館

E ひとりでえほんかいました くすのき しげのり∥作 アリス館

E へそとりごろべえ 赤羽 末吉∥詩 画 童心社

E ペンギンホテル 牛窪 良太∥作 アリス館

E 星につたえて 安東 みきえ∥文 アリス館

E ぼく、仮面ライダーになる!　ビルド編 のぶみ∥さく 講談社

E マララのまほうのえんぴつ マララ　ユスフザイ∥作 ポプラ社

E ももちゃんとじゃまじゃまねことクリスマス にわ∥さく マイクロマガジン社

E ラッパのつぎはパンツ? 生田 竜司∥ぶん 文芸社

E La ZOOのトリックアートBOOK La ZOO∥著 学研プラス

E ロッタのプレゼント まつお りかこ∥作　絵 PHP研究所

PS まいちゃんこんにちは 得田  之久∥脚本 童心社

PS すてきなともだち 中平  順子∥脚本 童心社

【　絵本　】
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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

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　２０１８年２月号】　２０１８年1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

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