
007 かんたんパソコン入門 　丹羽 信夫∥著 　技術評論社

007 できるWord & Excel 2019 　田中 亘∥著 　インプレス

019 1冊読み切る読書術 　齋藤 孝∥著 　ダイヤモンド社

114 ★ 「死」とは何か 　シェリー　ケーガン∥著 　文響社

159 頭が冴える!毎日が充実する!スゴい早起き 　塚本 亮∥著 　すばる舎

159 クッキングと人生相談 　枝元 なほみ∥著 　ビッグイシュー日本

159 長生きにこだわらない 　矢作 直樹∥著 　文響社

210.0S ★ 日本史の論点 　中公新書編集部∥編 　中央公論新社

210.0S 元号って何だ? 　藤井 青銅∥著 　小学館

288 皇室女子 　香山 リカ∥著 　秀和システム

289.1 ご先祖あるある!直系子孫だから知っている西郷さんと真田さん 　西郷 隆太郎∥著 　天夢人

297 南極ではたらく 　渡貫 淳子∥著 　平凡社

304 神は詳細に宿る 　養老 孟司∥著 　青土社

304 問答無用 　櫻井 よしこ∥著 　新潮社

312 角さんとじゃじゃ馬 　田中 眞紀子∥著 　KADOKAWA

324 図解超早わかり18歳成人と法律 　南部 義典∥著 　シーアンドアール研究所

【人生訓・哲学】

【地理・歴史・伝記】

【社会・資格・教育】

　　　　　　　　   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）

（平成３１年２月１日～２月２８日）

【 総記 】      　　★のついているものは、リクエストのあった本です。
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324 オリエンテーション民法 　松久 三四彦∥著 　有斐閣

336 1億円稼ぐ最強の話し方 　高浜 真也∥著 　秀和システム

336 コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 　渡瀬 謙∥著 　インプレス

367 この先をどう生きるか 暴走老人から幸福老人へ 　藤原 智美∥著 　文藝春秋

376 ★ 中学受験6年生の親がすべきこと 　安浪 京子∥著 　朝日学生新聞社

379 あなたと子どものお金が増える大金持ちの知恵袋30 　菅井 敏之∥著 　集英社

382 開幕!世界あたりまえ会議 　斗鬼 正一∥著 　ワニブックス

385 ★ これからの「葬儀」の話をしよう 　瀧野 隆浩∥著 　毎日新聞出版

404B 日本人の9割が信じている残念な理系の常識 　おもしろサイエンス学会∥編 　青春出版社

449S 世界をよみとく「暦」の不思議 　中牧 弘允∥[著] 　イースト・プレス

465 図解身近にあふれる「微生物」が3時間でわかる本 　左巻 健男∥編著 　明日香出版社

480 ずるいいきもの図鑑 　今泉 忠明∥監修 　宝島社

490 つぶやき養生 　櫻井 大典∥著 　幻冬舎

491 終わっている臓器 　坂井 建雄∥監修 　徳間書店

491 山中伸弥人体を語る 　山中 伸弥∥[著] 　小学館クリエイティブ

492 ★ 医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本 　中野 ジェームズ修一∥著 　日経BP社

493 介護現場で使える急変時対応便利帖 　介護と医療研究会∥著 　翔泳社

493 つらい「逆流性食道炎」は自分で治せる! 　大竹 真一郎∥監修 　学研プラス

493 話を聞きたがらない夫悩みを聞いてほしい妻 　岡田 尊司∥監修 　KADOKAWA

495 胎児のはなし 　増崎 英明∥著 　ミシマ社

498 カラダに効く食材&食べ合わせ食べ方で差がつく! 　小池 澄子∥監修 　メイツ出版

【自然・理数・健康】
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498 新・患者学 　前納 宏章∥著 　現代書林

498 子どもがダイエットに一生悩まなくなる食事法 　牧野 直子∥著 　KADOKAWA

498 NHK出版からだのための食材大全 　池上 文雄∥監修 　NHK出版

498 健康の正体 医師としてどうしても伝えたいことがある 　小林 弘幸∥著 　セブン&アイ出版

498 「腸」が喜ぶお酒の飲み方 　藤田 紘一郎∥著 　日本実業出版社

498 米国の医学博士が伝授する人生を変えるコーヒーの飲み方 　ボブ　アーノット∥著 　扶桑社

498 「お菓子中毒」を抜け出す方法 　白澤 卓二∥著 　祥伝社

498S ★ 「日本人の体質」研究でわかった長寿の習慣 　奥田 昌子∥著 　青春出版社

537 ゴーン・ショック! 　渡邉 哲也∥著 　徳間書店

588 ★ もっと好きになる日本酒選びの教科書 　竹口 敏樹∥監修 　ナツメ社

593 還暦着物日記 　群 ようこ∥著 　文藝春秋

593 型紙いらずの着物リメイク・ドレス 　松下 純子∥著 　河出書房新社

594 かわいい手作りディズニーベビースタイ 　 　ブティック社

594 キャシー中島&洋輔の素敵なハワイアンキルト 　キャシー中島∥著 　KADOKAWA

596 ポリ袋でもっとかんたん!おいしい焼き菓子 　稲田 多佳子∥著 　PHPエディターズ・グループ

596 おいしい珈琲を自宅で淹れる本 　富田 佐奈栄∥著 　主婦の友社

596 ビジホの朝メシを語れるほど食べてみた 　カベルナリア吉田∥著 　ユサブル

596 魔法使いたちの料理帳 　オーレリア　ボーポミエ∥著 　原書房

599 男コピーライター、育休をとる。 　魚返 洋平∥著 　大和書房

645 今すぐできる!猫が長生きできる家と部屋のつくり方 　今泉 忠明∥監修 　宝島社

675 なぜ崎陽軒のシウマイは冷たいのに売れるのか? 　中山 マコト∥著 　みらいパブリッシング

689 英語でニッポン案内ハンドブック 　島崎 秀定∥監修 　アルク

693 切手もの知りBook 　田辺 龍太∥[著] 　郵趣サービス社(発売)

【手芸・料理・家事・技術】

【産業】
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726 ダーリンは73歳 　西原 理恵子∥著 　小学館

726 ねことじいちゃん 　5 　ねこまき∥著 　KADOKAWA

726 母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。 　宮川 サトシ∥著 　新潮社

726B ハウルの動く城 　ダイアナ　ウィン　ジョーンズ∥原作 　文藝春秋

726 絵本作家のブルース 　長谷川 義史∥著 　読書サポート

778 樹木希林120の遺言 　樹木 希林∥著 　宝島社

778S 一切なりゆき   樹木希林のことば 　樹木 希林∥著 　文藝春秋

779 素顔の岡村隆史 　岡村 隆史∥[述] 　ヨシモトブックス

779S 志ん生が語るクオリティの高い貧乏のススメ 　美濃部 由紀子∥[著] 　講談社

780 ★ 励ます技術  　立花 龍司∥著 　竹書房
スポーツ少年のやる気に火をつける!　最大限に能力
を引き出す4つのステップ!

783 稚心を去る 一流とそれ以外の差はどこにあるのか 　栗山 英樹∥著 　JBpress

788S 負けたくなかった 具志堅用高、波瀾の半生を語る 　具志堅 用高∥著 　中央公論新社

818 ことばの「なまり」が強みになる! 　吉村 誠∥著 　自由国民社

911.3 夏井いつきの俳句ことはじめ 　夏井 いつき∥著 　ナツメ社

914.6 作家のおしごと 　五木 寛之∥著 　東京堂出版

914.6 80歳のマザーグース 　桐島 洋子∥著 　主婦と生活社

914.6 いい女、ふだんブッ散らかしており 　阿川 佐和子∥著 　中央公論新社

914.6 私が作家になった理由(わけ) 　阿刀田 高∥著 　日本経済新聞出版社

914.6 次の人、どうぞ! 　酒井 順子∥著 　講談社

【ことば・話し方】

【芸能・工芸・スポーツ・まんが】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】
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914.6S 老いてこそユーモア 　阿刀田 高∥著 　幻冬舎

914.6S 私の後始末 　曽野 綾子∥著 　ポプラ社

916 Go Go!介護 　津田 かおり∥著 　産業編集センター

916 工学部ヒラノ教授のラストメッセージ 　今野 浩∥著 　青土社

929 すべての、白いものたちの 　ハン ガン∥著 　河出書房新社

933 心霊電流　上・下 　スティーヴン　キング∥著 　文藝春秋

933 おやすみの歌が消えて 　リアノン　ネイヴィン∥著 　集英社

933B 天才作家の妻 　メグ　ウォリッツァー∥著 　ハーパーコリンズ・ジャパン

953 ミッテランの帽子 　アントワーヌ　ローラン∥著 　新潮社

F 跳ぶ男 　青山 文平∥著 　文藝春秋

F 女警 　古野 まほろ∥著 　KADOKAWA

F 美女と竹林のアンソロジー 　阿川 せんり∥著 　光文社

F 鳥籠の小娘 　千早 茜∥文 　KADOKAWA

F 居た場所 　高山 羽根子∥著 　河出書房新社

F ニムロッド 　上田 岳弘∥著 　講談社

F 歌舞伎町ゲノム 　誉田 哲也∥著 　中央公論新社

F 早朝始発の殺風景 　青崎 有吾∥著 　集英社

F つくもがみ笑います 　畠中 恵∥著 　KADOKAWA

F 吹上奇譚　'　第2話 　吉本 ばなな∥著 　幻冬舎

F 月まで三キロ 　伊与原 新∥著 　新潮社

F 木曜日の子ども 　重松 清∥著 　KADOKAWA

【小説】
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F スイート・マイホーム 　神津 凛子∥著 　講談社

F 発現 　阿部 智里∥著 　NHK出版

F 指揮権発動 　笹本 稜平∥著 　KADOKAWA

F ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 　鴻池 留衣∥著 　新潮社

F だから殺せなかった 　一本木 透∥著 　東京創元社

F 名もなき星の哀歌 　結城 真一郎∥著 　新潮社

F 新宿の猫 　ドリアン助川∥著 　ポプラ社

F 駒音高く 　佐川 光晴∥著 　実業之日本社

F ピーク 　堂場 瞬一∥著 　朝日新聞出版

F 博奕のアンソロジー  宮内悠介リクエスト! 　冲方 丁∥著 　光文社

F ショートショートドロップス 　新井 素子∥編 　キノブックス

F テレビ探偵 　小路 幸也∥著 　KADOKAWA

F まよなかの青空 　谷 瑞恵∥著 　文藝春秋

F 帰去来 　大沢 在昌∥著 　朝日新聞出版

F 天命 　岩井 三四二∥著 　光文社

F 残りものには、過去がある 　中江 有里∥著 　新潮社

F W県警の悲劇 　葉真中 顕∥著 　徳間書店

F 散歩するネコ 　群 ようこ∥[著] 　角川春樹事務所

F 神の島のこどもたち 　中脇 初枝∥著 　講談社

F ゴールデン街コーリング 　馳 星周∥著 　KADOKAWA

F 夢も見ずに眠った。 　絲山 秋子∥著 　河出書房新社

F 殺人鬼がもう一人 　若竹 七海∥著 　光文社

F いのちの人形 　横関 大∥著 　KADOKAWA

F そして旅にいる 　加藤 千恵∥著 　幻冬舎

F トイレで読む、トイレのためのトイレ小説 　雹月 あさみ∥著 　KADOKAWA

F 1R1分34秒 　町屋 良平∥著 　新潮社

F モンスター 　小西 晴彦∥著 　ロギカ書房
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F 赤い雪 　甲斐 さやか∥著 　KADOKAWA

F まつらひ 　村山 由佳∥著 　文藝春秋

F ふたたび嗤う淑女 　中山 七里∥著 　実業之日本社

F 永田町小町バトル 　西條 奈加∥著 　実業之日本社

FB 柳生三代の鬼謀 　鳥羽 亮∥著 　徳間書店

FB 泡沫の義 　小杉 健治∥著 　祥伝社

FB BURN　上・下 　内藤 了∥[著] 　KADOKAWA

FB 大江戸閻魔帳 　藤井 邦夫∥[著] 　講談社

FB 完全無罪 　大門 剛明∥[著] 　講談社

FB 縁切寺お助け帖 　田牧 大和∥[著] 　KADOKAWA

FB 遙かなる城沼 　安住 洋子∥著 　小学館

FB ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　'　外伝[11] 　大森 藤ノ∥著 　SBクリエイティブ

FB 東京タワー・レストラン 　神西 亜樹∥著 　新潮社

FB ハケン飯友 　椹野 道流∥著 　集英社

FS 幽霊解放区 　赤川 次郎∥著 　文藝春秋

FS 富山地方鉄道殺人事件 　西村 京太郎∥著 　新潮社

FS 十津川警部怒りと悲しみのしなの鉄道 　西村 京太郎∥著 　実業之日本社

H281 ほっかいどう先人探訪 　読売新聞北海道支社編集部∥編 　柏艪舎

H281 ほっかいどう百年物語　上巻 　STVラジオ∥編 　中西出版

H382 フチの伝えるこころ 　計良 智子∥著 　寿郎社

J0 うみべの文庫 　堀米 薫∥著 　文研出版

J1 きみを変える50の名言   イチロー、樹木希林ほか 　佐久間 博∥文 　汐文社

J2 藤堂高虎 　加来 耕三∥企画　構成　監修 　ポプラ社

J2 羽生善治 　金田 達也∥まんが 　小学館

J2S ある若き死刑囚の生涯 　加賀 乙彦∥著 　筑摩書房

J3 世界のいまを伝えたい 　久保田 弘信∥著 　汐文社

【北海道資料】

【児童書】
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J3 ドラえもん社会ワールド経済がよくわかる 　藤子　F　不二雄∥まんが 　小学館

J4 生きもののふしぎなお話　びっくり編 　自然史学会連合∥監修 　誠文堂新光社

J4 生きもののふしぎなお話　なぜ?どうして?編 　自然史学会連合∥監修 　誠文堂新光社

J4 生きもののふしぎなお話　へんてこ編 　自然史学会連合∥監修 　誠文堂新光社

J4 未確認生物大図鑑 　山口 敏太郎∥著 　高橋書店

J4 元素キャラクター図鑑 　若林 文高∥監修 　日本図書センター

J4 ライチョウを絶滅から救え 　国松 俊英∥著 　小峰書店

J4 絵で見てわかる単位とはかりかた 　ロージー　ホア∥文 　ひさかたチャイルド

J5 にゅうさん菌 　佐々木 泰子∥監修 　農山漁村文化協会

J5 最新!リサイクルの大研究 　田崎 智宏∥監修 　PHP研究所

J6 昭和のお店屋さん 　藤川 智子∥作 　ほるぷ出版

J7 天才ひっかけクイズ 　東大ひっかけブラザーズ∥作 　ポプラ社

J7 5回で折れる季節と行事のおりがみ　1～4 　いしかわ まりこ∥作 　汐文社

J7 アスリートがくれた元気が出る言葉 　 　あかね書房

J7 頭を楽しくきたえる!推理クイズ 　藤子　F　不二雄∥キャラクター原作 　小学館

J7 スポーツで働く 　谷 隆一∥著 　ぺりかん社

J8 故事成語キャラクター図鑑 　深谷 圭助∥監修 　日本図書センター

J9 カンガルーがんばる! 　佐川 芳枝∥作 　講談社

J9 よわむしトトといのちの石 　如月 かずさ∥作 　講談社

J9 おおあたり! 　もとした いづみ∥作 　小峰書店

J9 古代ローマ黄金のワシ 　メアリー　ポープ　オズボーン∥著 　KADOKAWA

J9 ゆきのひのだんまりうさぎ 　安房 直子∥作 　偕成社
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J9 おばけのアッチ スパゲッティ・ノックダウン! 　角野 栄子∥さく 　ポプラ社

J9 レオたいせつなゆうき 　村上 しいこ∥作 　講談社

J9 ほねほねザウルス　20 　カバヤ食品株式会社∥原案　監修 　岩崎書店

J9 こぶたのタミーはじめてのえんそく 　かわの むつみ∥作 　国土社

J9 少女は森からやってきた 　小手鞠 るい∥著 　PHP研究所

J9 幸福の王子 　O.ワイルド∥作 　ポプラ社

J9 ゆかいな床井くん 　戸森 しるこ∥著 　講談社

J9 やぎこ先生いちねんせい 　ななもり さちこ∥文 　福音館書店

J9 5分後に緊迫のラスト 　エブリスタ∥編 　河出書房新社

J9 ぼくは本を読んでいる。 　ひこ　田中∥著 　講談社

J9 ハートウッドホテル　2 　ケイリー　ジョージ∥作 　童心社

J9 シュガー・ラッシュ:オンライン 　スーザン　フランシス∥作 　偕成社

J9 砂に書いた名前 　赤川 次郎∥著 　汐文社

J9 わたしを決めつけないで 　小林 深雪∥[著] 　講談社

J9 お出かけは<13日の金曜日> 　赤川 次郎∥著 　汐文社

E メロンパンナとブラックロールパンナ 　やなせ たかし∥原作 　フレーベル館

E いちばんどりいちぬけた 　日隈 みさき∥作 　あかね書房

E いただきますレストラン 　ひだの かな代∥えとぶん 　みらいパブリッシング

E いろいろくにのいろいろさん 　かわにし よしと∥作　絵 　鈴木出版

E 「いたいっ!」がうんだ大発明 　バリー　ウィッテンシュタイン∥文 　光村教育図書

E うかいのうがい 　さくら せかい∥作 　ブロンズ新社

E えらいこっちゃのいちねんせい 　かさい まり∥文 　アリス館

E えらんで! 　のぶみ∥さく 　KADOKAWA

E おならくん 　ゾーイ　フォスター　ブレイク∥作 　アルファポリス

E 怪物があらわれた夜 　リン　フルトン∥文 　光村教育図書

【絵本】
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E かけコッコー 　みやけ あっこ∥さく 　文芸社

E 子どもとたのしむはじめてのえいごえほん 　やまもと しょうぞう∥作 　くもん出版

のりもののおはなし

E 子どもとたのしむはじめてのえいごえほん 　すとう あさえ∥作　再話 　くもん出版

どうぶつのおはなし

E さくらもちのさくらこさん 　岡田 よしたか∥さく 　ブロンズ新社

E さよならのじゅんび 　中山 成子∥絵 　少年写真新聞社

E ★ ぜったいにさわっちゃダメ? 　ビル　コッター∥さく 　サンクチュアリ出版

E そらのうえのそうでんせん 　鎌田 歩∥作 　アリス館

E だーるまさんだーるまさん 　おおなり 修司∥文 　絵本館

E ちいさなママ 　たかやま るみ∥作　絵 　偕成社

E ちょっとだけちょっとだけ 　きむら ゆういち∥さく 　絵本ナビ

E できるかな?ちゃっぷんおふろ 　いもと ようこ∥作 　講談社

E できるかな?しーしーおしっこ 　いもと ようこ∥作 　講談社

E でんしゃからバイバーイ 　いしづ ちひろ∥さく 　くもん出版

E トイレロケット 　はっとり ひろき∥作 　講談社

E どんぶりん 　新井 洋行∥作 　アリス館

E 長いおるすばん 　志賀 伸子∥文 　文芸社

E にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん 　うえだ しげこ∥ぶん　え 　大日本図書

E ねむりのくにのぐうすかくうすか 　敷村 良子∥文 　文芸社

E ぱんつさん 　たなか ひかる∥作 　ポプラ社

E ふかふかパンのひみつ　２０１９－２ 　古島  万理子∥撮影 　チャイルド本社

E ポポチーむらの  ゆきあそび 　はぎの  ちなつ∥さく・え 　チャイルド本社

E やまのおなか 　ちえちひろ∥作　絵 　パイインターナショナル

E 山のペンキぬり 　石垣 美里∥作 　文芸社

E やまねこせんせいのそりあそび？ 　末崎  茂樹∥さく・え 　チャイルド本社

E ゆげゆげ～ 　さいとう しのぶ∥作　絵 　教育画劇

E ゆきのよるに 　いもと ようこ∥文　絵 　金の星社
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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

〒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

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３月号】　２０１９年２月２８日発行
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