
【０ 総記】

015 この本読んで！2022年春号 [出版文化産業振興財団]

019 <自分>を知りたい君たちへ　読書の壁 養老 孟司 著　[毎日新聞出版]

【１ 人生訓・哲学】

159 ★ アンラーン　人生100年時代の新しい「学び」 柳川 範之 著　[日経BP]

【２ 地理・歴史・伝記】

210.4S お茶と権力　信長・利休・秀吉 田中 仙堂 著　[文藝春秋]

ヴェルサイユ宮殿に暮らす　優雅で悲惨な宮廷生活

ウィリアム・リッチー・ニュートン 著　[白水社]

291 みやぎから、 佐藤 健・神木 隆之介 著　[NHK出版]

299 ★ 風のことは風に問え　太平洋往復横断記 辛坊 治郎 著　[ニッポン放送]

【３ 社会・資格・教育】

332 日本が先進国から脱落する日 野口 悠紀雄 著　[プレジデント社]

334S 2030年の東京 河合 雅司 著　[祥伝社]

338 “投資信託・ファンドラップ・債券・株”損をする本当の理由と賢い選び方

友田 行洋 著　[産経新聞出版]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２２年３月１日～３月３１日分）

235

『<自分>を知りたい
君たちへ 読書の壁』

養老 孟司

『みやぎから、』
佐藤 健・神木 隆之介

なぜ思い通りに言葉が届かないのか、どう
したら届けられるのか。人気アナウンサー
である著者が日々心がけている、51の会
話の「メソッド」を紹介する。

4
2022

図書館
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新潮社 刊
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の新着情報

佐呂間町立図書館

1 - 図書館の新着情報 2022.4 -



【３ 社会・資格・教育】：続き

366 がんばりすぎないお仕事復帰BOOK 藤井 佐和子 監修　[KADOKAWA]

369 防災アプリ特務機関NERV　最強の災害情報インフラをつくったホワイトハッカーの10年

川口 穣 著　[平凡社]

369 弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門　安藤 なつ 他著　[KADOKAWA]

370S 子どもが心配　人として大事な三つの力 養老 孟司 著　[PHP研究所]

383 知っておきたい！韓国ごはんの常識 ルナ・キョン 文　[原書房]

【４ 自然・理数・健康】

488 もしも鳥と話せたら ペズル 文　[プレジデント社]

490 マンガで学ぶ漢方式セルフケアのすすめ ふかや かよこ 他著　[廣済堂出版]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

536 電車の顔図鑑 ５　関東大手私鉄の鉄道車両 江口 明男 著　[天夢人]

589 45歳からの定番おしゃれレッスン 堀川 波 著　[PHP研究所]

590 マンガでわかるひとり暮らしのトリセツ アベ ナオミ 絵　[マイナビ出版]

590 わたしの１ケ月1000円ごほうび おづ まりこ 著　[KADOKAWA]

593 フリースタイル着物コーデBOOK みさまる 著　[KADOKAWA]

596 納豆がもっと好きになる#感動の納豆レシピ 夏見 奈央子 著 [パイインターナショナル]

596 食材２つで大満足弁当 市瀬 悦子 著　[主婦の友社]

596 Anna's Cookbook　季節の食卓 結城 アンナ 著　[主婦と生活社]

596 イタリア人マッシがぶっとんだ、日本の神グルメ

マッシミリアーノ・スガイ 著　[KADOKAWA]

596 おいしい子育て 平野 レミ 著・和田 誠 絵　[ポプラ社]

596 60歳から始めたいほんとうにおいしいものだけ！石原洋子の電子レンジベストメニュー

石原 洋子 著　[世界文化ブックス]

596 浅田真央 私のおうちごはん [オレンジページ]

596 こころとからだにやさしい天然生活の料理入門 [扶桑社]

【６ 産業】

645 ほとんどネコのこと　岩合さんの月曜日 岩合 光昭 著　[クレヴィス]

646 ふぞろいなキューリと地上の卵 駒井 一慶 著　[寿郎社]

673 ひとり社長の最強の集客術 今井 孝 著　[ぱる出版]

694 iPhone芸人かじがや卓哉のスゴいiPhone 13 かじがや 卓哉 著　[インプレス]

【 ２０２２年４月 の休館日 】
１(金)～４(月)・１１(月)・１８(月)・２５(月)・２９(金)・３０(土)

2 - 図書館の新着情報 2022.4 -



【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

726 ねえ、ぴよちゃん ７ 青沼 貴子 著　[竹書房]

726 猫ピッチャー 13 そにし けんじ 著　[中央公論新社]

779B あぁ、だから一人はいやなんだ。 ２ いとう あさこ 著　[幻冬舎]

783 プロ野球カラー名鑑 2022 [ベースボール・マガジン社]

783 スリルライフ　天才ではないが、天然でもない 新庄 剛志 著　[マガジンハウス]

786 父子で考えた「自分の道」の見つけ方 野口 絵子・野口 健 著　[誠文堂新光社]

【８ ことば・話し方】

809 伝わる仕組み　毎日の会話が変わる51のルール 藤井 貴彦 著　[新潮社]

【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

911.3★

911.3 角川俳句大歳時記 春 茨木 和生 編集委員　[KADOKAWA]

911.6 こんなに美しい月の夜を君は知らない 秋元 康 著　[幻冬舎]

914.6 ないものねだるな 阿川 佐和子 著　[中央公論新社]

914.6S 背進の思想 五木 寛之 著　[新潮社]

914.6B 真夜中の栗 小川 糸 著　[幻冬舎]

914.6 6Bの鉛筆で書く 五味 太郎 著　[ブロンズ新社]

914.6 うまれることば、しぬことば 酒井 順子 著　[集英社]

914.6 〆切本 １　(エッセイ集) 左右社編集部 編　[左右社]

914.6 センス・オブ・何だあ？　感じて育つ 三宮 麻由子 著　[福音館書店]

914.6 きれいになりたい気がしてきた ジェーン・スー 著　[光文社]

914.6 続 犬棒日記 乃南 アサ 著　[双葉社]

914.6 人生の旅をゆく ４ 吉本 ばなな 著　[NHK出版]

915.6 寂聴さん最後の手紙　往復書簡

916 はなちゃんのみそ汁 青春篇 安武 信吾 著　[文藝春秋]

916 工学部ヒラノ教授と最後の学生たち 今野 浩 著　[青土社]

934 死ぬより老いるのが心配だ ドナルド・ホール 著　[辰巳出版]

991 夜ふけに読みたいはじまりのイソップ物語 イソップ 著　[平凡社]

【Ｆ 小説】

F ななみの海 朝比奈 あすか 著　[双葉社]

F 陽だまりに至る病 天祢 涼 著　[文藝春秋]

F チェレンコフの眠り 一條 次郎 著　[新潮社]

F 砂嵐に星屑 一穂 ミチ 著　[幻冬舎]

F ピンク色なんかこわくない 伊藤 朱里 著　[新潮社]

F オオルリ流星群 伊与原 新 著　[KADOKAWA]

F 紙鑑定士の事件ファイル ２　偽りの刃の断罪 歌田 年 著　[宝島社]

瀬戸内 寂聴・横尾 忠則 著 [朝日新聞出版]

本当は逢いたし　　　　　　　　　　　　　　池田 澄子 著　[日経BP日本経済新聞出版本部]
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【Ｆ 小説】：続き

F ブラック・ムーン　(果てしなき追跡 ３) 逢坂 剛 著　[中央公論新社]

F ★ いえ 小野寺 史宜 著　[祥伝社]

F 奏鳴曲　北里と鷗外 海堂 尊 著　[文藝春秋]

F タラント 角田 光代 著　[中央公論新社]

F 本好きの下剋上 短編集２ 香月 美夜 著　[TOブックス]

F 信長、鉄砲で君臨する 門井 慶喜 著　[祥伝社]

F 春のこわいもの 川上 未映子 著　[新潮社]

F 燕は戻ってこない 桐野 夏生 著　[集英社]

F シャルロットのアルバイト 近藤 史恵 著　[光文社]

F 楽園ジューシー 坂木 司 著　[KADOKAWA]

F ホワイトルーキーズ 佐竹 アキノリ 著　[主婦の友インフォス]

F 漆花ひとつ 澤田 瞳子 著　[講談社]

F はじめての　(小説集) 島本 理生 他著　[水鈴社]

F 花咲小路二丁目の寫眞館 小路 幸也 著　[ポプラ社]

F レジェンドアニメ！ 辻村 深月 著　[マガジンハウス]

F タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地 はるな 著　[文藝春秋]

F ０(ゼロ) 堂場 瞬一 著　[河出書房新社]

F 恋する検事はわきまえない 直島 翔 著　[小学館]

F 蜘蛛ですが、なにか？ １～16 馬場 翁 著　[KADOKAWA]

F 奇跡 林 真理子 著　[講談社]

F 天国からの宅配便 柊 サナカ 著　[双葉社]

F 繭の季節が始まる 福田 和代 著　[光文社]

F 空にピース 藤岡 陽子 著　[幻冬舎]

F ニコデモ 藤谷 治 著　[小学館]

F その午後、巨匠たちは、 藤原 無雨 著　[河出書房新社]

F ヒノマル 古市 憲寿 著　[文藝春秋]

F 彼女の背中を押したのは 宮西 真冬 著　[KADOKAWA]

『奏鳴曲 北里と鷗外』
海堂 尊

『シャルロットのアルバイト』
近藤 史恵

『蜘蛛ですが、なにか？』
馬場 翁
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【Ｆ 小説】：続き

＜文庫・新書版＞

FB 消える息子 安東 能明 著　[小学館]

FB 遠謀　奏者番陰記録 上田 秀人 著　[文藝春秋]

FB 珈琲店タレーランの事件簿 ７ 岡崎 琢磨 著　[宝島社]

FB 心霊探偵八雲Short Stories 神永 学 著　[KADOKAWA]

FB 死香探偵 ５　真心は捧げられた死と香る 喜多 喜久 著　[中央公論新社]

FB 光る海　(新・酔いどれ小籐次 22) 佐伯 泰英 著　[文藝春秋]

FB 黄金列車 佐藤 亜紀 著　[KADOKAWA]

FB 鏡の背面 篠田 節子 著　[集英社]

FB ろくでなしとひとでなし 新堂 冬樹 著　[幻冬舎]

FB あきない世傳金と銀 12　出帆篇 高田 郁 著　[角川春樹事務所]

FB 網走サンカヨウ殺人事件　警察庁ノマド調査官朝倉真冬　鳴神 響一 著　[徳間書店]

FB 板谷峠の死闘　赤穂浪士異聞 日暮 高則 著　[コスミック出版]

FB écriture新人作家・杉浦李奈の推論 ３ 松岡 圭祐 著　[KADOKAWA]

FB 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる 18 裕時 悠示 著　[SBクリエイティブ]

FB ぶらり平蔵 １～４ 吉岡 道夫 著　[コスミック出版]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

H291 スロウ 2022年冬号 　北のチーズは、脈々と [ソーゴー印刷]

H291 ＨＯ（ほ）2022年5月号　スプリング、カムカム！円山 琴似　[ぶらんとマガジン社]

H291 函館 '23　大沼・松前・江差　(まっぷるマガジン) [昭文社]

H291 北海道 '23　(まっぷるマガジン) [昭文社]

H291 るるぶ北海道 '23 [JTBパブリッシング]

H291 るるぶサ活　北海道サウナガイド [JTBパブリッシング]

H783 北海道コンサドーレ札幌オフィシャル・ガイドブック 2022

北海道新聞社 編　[北海道新聞社]

H784 スマイル！カーリング女子日本代表 北海道新聞社 編　[北海道新聞社]

『光る海
新・酔いどれ小籐次 22』

佐伯 泰英

『るるぶサ活
北海道サウナガイド』
JTBパブリッシング

『スマイル！
カーリング女子日本代表』

北海道新聞社
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：情報＞

J0 朝日ジュニア学習年鑑 2022 [朝日新聞出版]

＜児童書：こころ・占い＞

J1 もっと生きかたルールブック　ヤワな大人にならない！　齋藤 孝 監修　[日本図書センター]

＜児童書：歴史・地理＞

J2 『桃太郎電鉄』で学ぶ47都道府県地理・歴史攻略 [学研プラス]

J2 伝記を読もう [あかね書房]

　坂本龍馬 まど・みちお

　豊田喜一郎 葛飾北斎

　やなせたかし 岡本太郎

　伊能忠敬 松尾芭蕉

　田中正造 円谷英二

　植村直己 平賀源内

　荻野吟子

＜児童書：社会＞

J3 マンガでわかるけテぶれ学習法 葛原 祥太 著　[KADOKAWA]

J3 ちびまる子ちゃんの友だちづき合い さくら ももこ キャラクター原作 [集英社]

＜児童書：動物・自然＞

J4 食物アレルギーサバイバル 飯野 晃 監修　[日本図書センター]

J4 はたらく細胞ワクチン＆おくすり図鑑 講談社 編　[講談社]

本の名前の前にある記号は、本の種類です。

Ｊ０：情報　　　　　　Ｊ１：こころ・占い　　　　　　Ｊ２：歴史・地理

Ｊ３：社会　　　　　　Ｊ４：動物・自然　　　　　　　Ｊ５：環境・手芸・料理

Ｊ９：読み物・詩

Ｊ６：仕事・飼育　　　Ｊ７：遊び・スポーツ　　　　　Ｊ８：ことば

読み物と絵本は、著者名の五十音（あいうえお）順になっています。

（２０２２年３月１日～３月３１日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

『もっと生きかたルールブック』
齋藤 孝

『はたらく細胞
ワクチン＆おくすり図鑑』

講談社

『ちびまる子ちゃんの
友だちづき合い』

さくら ももこ
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜児童書：仕事・飼育＞

J6 秋サケのひみつ (学研まんがでよくわかるシリーズ) マリサ まんが　[学研プラス]

J6 こんぶのひみつ (学研まんがでよくわかるシリーズ) 水木 繁 まんが　[学研プラス]

J6 ほたてのひみつ (学研まんがでよくわかるシリーズ) 小室 栄子 まんが　[学研プラス]

J6 ドラえもん探究ワールドイヌの不思議 藤子・Ｆ・不二雄 まんが　[小学館]

＜児童書：ことば＞

J8 きもちのことばじてん 青木 伸生 監修　[チャイルド本社]

＜児童書：読み物・詩＞

J9 クスクスムシシを追いはらえ！ 赤羽 じゅんこ 作　[国土社]

J9 １ねん１くみの女王さま ２ いとう みく 作　[学研プラス]

J9 なかよくなれるかな 今井 福子 作　[文研出版]

J9 ５分後に犯人に迫るラスト エブリスタ 編　[河出書房新社]

J9 オンチの葉っぱ ららららら おおぎやなぎ ちか 作　[文研出版]

J9 18枚のポートレイト 柏葉 幸子 著　[理論社]

J9 さかさまがっこう 苅田 澄子 作　[文溪堂]

J9 ぼくらは少年鑑定団！　大発見！謎の縄文土器 くすのき しげのり 作　[講談社]

J9 森のクリーニング店シラギクさん 友だちになった日　高森 美由紀 作　[あかね書房]

J9 まよなかのサイクリング たるいし まこ 作　[あかね書房]

J9 シオンの花言葉 濱野 京子 作　[講談社]

J9 レッツもよみます ひこ・田中 さく　[講談社]

J9 明日香さんは負けない 福田 隆浩 作　[講談社]

J9 七不思議神社 ４　幽霊の待つ学校 緑川 聖司 作　[あかね書房]

J9 涙と笑いのミステリー 宮部 みゆき 他著　[汐文社]

＜ヤングアダルト：社会＞

YAJ3 青春サプリ。　自分らしくあるために 青木 美帆 他文　[ポプラ社]

YAJ3 青春サプリ。　好きだから負けたくない 田中 夕子 他文　[ポプラ社]

YAJ3 少年のための少年法入門 山下 敏雅 他監修　[旬報社]

YAJ3 外交官になるには　(なるにはBOOKS) 飯島 一孝 著　[ぺりかん社]

YAJ3

＜ヤングアダルト：環境・手芸・料理＞

YAJ5 生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社 編　[河出書房新社]

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 ギソク陸上部 山下 白 原案　[学研プラス]

YAJ9 54字の物語∞(エイト) 氏田 雄介 編著　[PHP研究所]

YAJ9 君色パレット　SNSで繋がるあの人 如月 かずさ 他著　[岩崎書店]

YAJ9 君色パレット　いつも側にいるあの人 高田 由紀子 他著　[岩崎書店]

YAJ9 世界は「 」で沈んでいく 櫻 いいよ 著　[PHP研究所]

YAJ9 幸せな王子　(世界ショートセレクション 20) オスカー・ワイルド 作　[理論社]

やる気を出したい人成績を上げたい人のための中学の勉強のトリセツ 梁川 由香 著 [学研プラス]
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【Ｅ えほん】

E

E はるいちばん 青山 友美 作　[講談社]

E おなまえおしえて 新井 洋行 作　[偕成社]

E

E スプーンとフライパン 新井 洋行 著　[佼成出版社]

E はっぴーなっつ 荒井 良二 作　[ブロンズ新社]

E どすこいすしずもう イクラまるのひみつ アン マサコ 作　[講談社]

E いたずらぎつね　日本むかしばなし いもと ようこ 文・絵　[金の星社]

E もりの100かいだてのいえ　(大型絵本) いわい としお 作　[偕成社]

E しろくまはおにいちゃん うつみ のりこ 著　[飛鳥新社]

E くだもののずかん 大森 裕子 作　[白泉社]

E ショートケーキになにのせる？ おおの こうへい さく・え　[PHP研究所]

E サクラ おくやま ひさし 作　[ほるぷ出版]

E とんとんのおつかい 奥村 かよこ さく・え　[チャイルド本社]

E ぼくとクッキーのなかなおり かさい まり さく・え　[チャイルド本社]

E てぶ～くろ　(笑本おかしばなし ３) ガタロー☆マン 作　[誠文堂新光社]

E

E ブルタちゃんのコロッケ グー！

ケロポンズ・福田 りゅうぞう 作・長野 ヒデ子 絵　[世界文化ワンダークリエイト]

E ディズニープリンセスはるのおはなし 講談社 編　[講談社]

E 塔の上のラプンツェル ラプンツェルのけっこんしき 講談社 編　[講談社]

E なかみはなあに？　(いないいないばあっ！) [講談社]

E ワンワンのにっぽんむかしばなし　(いないいないばあっ！)　[講談社]

E さくら こが ようこ ぶん・え　[大日本図書]

E

E おしりじまん 齋藤 槇 さく　[福音館書店]

E 出動せよ！世界の緊急車両図鑑 サイモン・タイラー 作　[あすなろ書房]

E のいちごつみ　(ばばばあちゃんのおはなし) さとう わきこ さく・え　[福音館書店]

E ラブ　いつでもあなたを想っています ロバート・サブダ さく　[大日本絵画]

E たびするてんとうむし イザベル・シムレール 文・絵 [岩波書店]

E

E 大ピンチずかん 鈴木 のりたけ 作　[小学館]

E

E ブロロンどろろん 高畠 那生 作　絵　[小学館]

E ようかいむらのふしぎとしょかん たかい よしかず 作・絵　[国土社]

E ようかいむらのにこにこまめまき たかい よしかず 作・絵　[国土社]

E せんろはつづくまだつづく　(大型絵本) 竹下 文子 文・鈴木 まもる 絵 [金の星社]

E くらべるえほん たべもの ちかつ たけお さく・え　[学研プラス]

E わくわくどうぶつしょうがっこう

きょうはおうちでいちごがり　　　　　　　　新井 悦子 さく・つがね ちかこ え　[岩崎書店]

パッピプッペポーのパンケーキ　　　　あいはら ひろゆき 文・宮野 聡子 絵　[KADOKAWA]

トムとジェリーをさがせ！いただきます！おいしい世界の料理　菅原 卓也 絵 [河出書房新社]

マリアンヌ・デュブク 作　[光村教育図書]

だいじょうぶかないちねんせい　　くすのき しげのり 作・うめだ ちづる 絵　[ひかりのくに]

トスカのおくりもの　　　　　マシュー・スタージス 文/アン・モーティマー 絵　[徳間書店]

まいごのモリーとわにのかばん　　　　　こまつ のぶひさ 文・はた こうしろう 絵　[童心社]
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【Ｅ えほん】：つづき

E

E

E おとがあふれてオムライス 夏目 義一 さく　[福音館書店]

E

E

E どうしよう 浜田 桂子 作　[理論社]

E うんちってえいごでなんていうの？ 平田 昌広 ぶん・中谷 靖彦 え　[講談社]

E ふうせんがやってきて 平田 万里子 文・kazoo 絵　[文芸社]

E 妖怪横丁大運動会 広瀬 克也 作　[絵本館]

E

E

E こぐまのともだちはどこ？ ペトル・ホラチェック 作 [あすなろ書房]

E ももちゃんのおひなさまが Ｉ・マーヤ 作/上村 エリ 絵　[文芸社]

E

E でんせつのチョコレート みやにし たつや 作絵　[APeCa]

E ひみつがいっぱい チューリップ 宮内 泰之 監修　[チャイルド本社]

E はじめてのアンパンマンをさがせ！ やなせ たかし 原作　[フレーベル館]

E みみたぶちゃん 山田 花菜 作　[WAVE出版]

E ラーメンのおうさま 山本 祐司 さく　[ほるぷ出版]

E おめめのめがみさま よしむら あきこ 作・絵　[教育画劇]

E おひめさまのあいうえお よねこめ 作　[世界文化ブックス]

E

【ＰＳ かみしばい】

PS

PS

レレコせんせいのおまじない　　　　　　　　　新沢 としひこ 脚本・市居 みか 絵　[童心社]

たんぽぽぐみのおへやです　　　　　　　　こが ようこ 脚本・ひろかわ さえこ 絵　[童心社]

げんこつやまのたぬきさん　　　　　　とよた かずひこ 作　[世界文化ワンダークリエイト]

とろ～ん とろ～ん　　　　　　　　　　　　　なかむら ようこ さく・え　[チャイルド本社]

おうちりくじょうグランプリ　　　　　　　　二宮 由紀子 ぶん・国松 エリカ え　[文研出版]

かわねこやま　　　　　　　　　　　　　ハトサブロー 文・赤倉 綾香 絵　[マイルスタッフ]

いっこでもにくまん　　　　　　　　　ふじもと のりこ 作　[世界文化ワンダークリエイト]

へそまがりねこマックス　　　　　　　　　　ソフィー・ブラッコール 作　[光村教育図書]

カイマンのクロ　　　　　　　　　　　　　マリア・エウヘニア・マンリケ 文　[福音館書店]

ふたりはしんゆう　　　　　　　　　　　　アーノルド・ローベル 作　[文化学園文化出版局]

『妖怪横丁大運動会』
広瀬 克也

『でんせつのチョコレート』
みやにし たつや

『ふたりはしんゆう』
アーノルド・ローベル
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刊行形態 雑誌名 出版者 ジャンル

週刊新潮 新潮社 一般誌

週刊文春 文藝春秋 一般誌

ａｎ・ａｎ（アンアン） マガジンハウス ファッション

オレンジページ オレンジページ 生活情報

Ｎｕｍｂｅｒ（ナンバー） 文藝春秋 スポーツ

Ｔａｒｚａｎ（ターザン） マガジンハウス トレーニング

クロワッサン マガジンハウス 生活情報

ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス） マガジンハウス 生活情報

ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 近代映画社 映画

ＭＯＲＥ（モア ） 【４月取扱開始】 集英社 ファッション

財界さっぽろ 財界さっぽろ 政治経済

ＬＥＥ（リー） 集英社 ファッション

ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 ファッション

婦人公論 中央公論新社 女性誌

ゆうゆう 主婦の友社 中高年向け

ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 小学館 アウトドア

日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ パソコン

日経トレンディ 日経ＢＰ トレンド

日経マネー 日経ＢＰ 投資情報

きょうの料理 ＮＨＫ出版 料理

きょうの健康 ＮＨＫ出版 健康

趣味の園芸 ＮＨＫ出版 園芸

すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 手芸

ＭＯＥ（モエ） 白泉社 絵本

ＥＳＳＥ（エッセ） 扶桑社 生活情報

文藝春秋 文藝春秋 文芸

ＮｏｒｔｈＡｎｇｌｅｒ’ｓ（ノース・アングラーズ） つり人社 釣り

じゃらん リクルート北海道 旅行

ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） プレジデント社 料理

ダ・ヴィンチ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 書籍情報

ＤＩＭＥ（ダイム） 小学館 トレンド

ＬＤＫ（エル・ディー・ケー） 晋遊舎 生活情報

レクリエ 世界文化社 介護情報

暮しの手帖 暮しの手帖社 生活情報

住まいの設計 扶桑社 建築・設計

 新着情報ＱＲコード 所蔵検索ＱＲコード

雑　　　誌　　　案　　　内

　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。

週 刊 誌

隔 週 刊 誌

[所蔵検索]　https://ilisod001.apsel.jp/saromalib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp

佐呂間町立図書館

電　話：(01587)2-2215　ＦＡＸ：(01587)2-2632

隔 月 刊 誌

[新着情報]　http://www.town.saroma.hokkaido.jp/shisetsu/library/newbooks.html

【図書館の新着情報　2022年4月号】　2022年3月31日発行

〒093-0502　佐呂間町字永代町１６６番地の２

　※ｗｉｔｈ（ウィズ ）は５月号を最後に不定期刊行となりましたので、取扱いを終了いたしました。

　※ひよこクラブは４月号を最後に育児期別の季刊となりましたので、取扱いを終了いたしました。

月 刊 誌
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