
【０ 総記】

019 こんな人いるよねぇ～　本を読んでつぶやいた つぶやきシロー 著　[自由国民社]

070 何のために伝えるのか？　情報の正しい伝え方・受け取り方

池上 彰 著　[KADOKAWA]

【１ 人生訓・哲学】

159 仕事の教科書　きびしい世界を生き抜く自分のつくりかた

北野 唯我 著　[日本図書センター]

【２ 地理・歴史・伝記】

210.0S くそじじいとくそばばあの日本史　長生きは成功のもと

大塚 ひかり 著　[ポプラ社]

281 日本の逸話 高瀬 こうちょう 著　[文芸社]

288S 徳川15代将軍解体新書 河合 敦 著　[ポプラ社]

289.1★ おもちゃ　河井案里との対話 常井 健一 著　[文藝春秋]

290 なるほど知図帳世界 2022　ニュースがわかる世界地図　[昭文社]

291 なるほど知図帳日本 2022　ニュースがわかる日本地図　[昭文社]

291 るるぶ東京 '23 [JTBパブリッシング]

297 裸の大地 第１部　狩りと漂泊 角幡 唯介 著　[集英社]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２２年４月１日～４月３０日分）

『何のために
伝えるのか？』

池上 彰

『裸の大地 第１部
狩りと漂泊』

角幡 唯介

出会い、別れ、時には疲れた羽を休める場
所――空港。ささやかな奇跡を優しく描く、
新たな人生が始まる空港の物語。

5
2022

図書館

風の港

村山 早紀 著

徳間書店 刊
[小説]
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【３ 社会・資格・教育】

304

312 佐藤優の地政学入門 佐藤 優 監修　[学研プラス]

312S

331 池上彰の行動経済学入門 池上 彰 監修　[学研プラス]

339 良い保険ダメ保険の見分け方 三田村 京 著　[自由国民社]

365 あなたを狙う消費者トラブル40例 佐伯 理華 他著　[弘文堂]

365 マンション管理員オロオロ日記 南野 苑生 著　[三五館シンシャ]

369 ケアマネジャーはらはら日記 岸山 真理子 著　[三五館シンシャ]

369 いざ！に備える遊びで防災体験BOOK 神谷 明宏 著　[いかだ社]

375 高校の勉強のトリセツ 船登 惟希 著　[学研プラス]

376 大学図鑑！ 2023 オバタ カズユキ 監　[ダイヤモンド社]

378 やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹 監修　[ナツメ社]

379 こどもスマホルール 竹内 和雄 著　[時事通信出版局]

379 陰山先生が教えてくれる小１の不安「これだけ！」やれば大丈夫です

陰山 英男 著　[日本実業出版社]

【４ 自然・理数・健康】

402 人新世　科学技術史で読み解く人間の地質時代 平 朝彦 著　[東海大学出版部]

404 科学のトリセツ 元村 有希子 著　[毎日新聞出版]

452

470 自然散策が楽しくなる！花図鑑 山田 隆彦 著　[池田書店]

488 となりのハト　身近な生きものの知られざる世界 柴田 佳秀 著　[山と溪谷社]

493 50代からの骨粗鬆症対策の献立 [オレンジページ]

493 ルポ・収容所列島　ニッポンの精神医療を問う 風間 直樹 他著　[東洋経済新報社]

498 「天気が悪いと調子が悪い」を自分で治す本 佐藤 純 著　[アスコム]

石原慎太郎伝　　　　　　　　　　　　　　大下 英治 著　[エムディエヌコーポレーション]

頭のよさとは何か　　　　　　　　　　　　　　和田 秀樹・中野 信子 著　[プレジデント社]

海洋へのいざない　　　　　　　　　　　　 日本船舶海洋工学会 編　[日本船舶海洋工学会]

『佐藤優の地政学入門』
佐藤 優

『となりのハト』
柴田 佳秀

『あなたを狙う
消費者トラブル40例』

佐伯 理華 他
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【５ 手芸・料理・家事・技術】

521 ざんねんなお城図鑑 おぐし 篤 イラスト　[イカロス出版]

537 脱ペーパードライバー 森下 えみこ 著・イラスト　[ナツメ社]

540 メーター検針員テゲテゲ日記 川島 徹 著　[三五館シンシャ]

590 ★ 暮らしのおへそ Vol.33 [主婦と生活社]

590 ただしい暮らし、なんてなかった。 大平 一枝 著　[平凡社]

596 季節を味わう手仕事レシピ スズキ エミ 著　[主婦の友社]

596 これならもう一品作れそう 市瀬 悦子 著　[サンマーク出版]

596

596 これがほんとの献立のきほん 上島 亜紀 著　[成美堂出版]

596 至高のレンジ飯 リュウジ 著　[KADOKAWA]

596 りえさんの365日のお漬け物 大島 りえ 著　[主婦の友社]

【６ 産業】

625 ★ カラー図鑑 果物の秘密 ジル・デイヴィーズ 著　[西村書店]

626 夫婦で１からはじめる家庭菜園 福田 俊 監修　[ブティック社]

627 子どもと楽しむ雑草ブーケ＆室内飾り へんみ ゆかり 著　[いかだ社]

627 花を育ててみたいのですが。 花福こざる 著　[家の光協会]

673 コールセンターもしもし日記 吉川 徹 著　[三五館シンシャ]

673 交通誘導員ヨレヨレ日記 柏 耕一 著　[三五館シンシャ]

689 派遣添乗員ヘトヘト日記 梅村 達 著　[三五館シンシャ]

694 スマホで困ったときに開く本 2022-2023 [朝日新聞出版]

【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

702

709

720S ★

726 名探偵コナン VOLUME101 青山 剛昌 著　[小学館]

726 しずくちゃん 38 ぎぼ りつこ 作・絵　[岩崎書店]

726 はたらく細胞 01～06 清水 茜 著　[講談社]

726 ねことじいちゃん ８ ねこまき 著　[KADOKAWA]

726 ミウラさんの友達 益田 ミリ 著　[マガジンハウス]

762 「アキラさん」は音楽を楽しむ天才 宮川 彬良 著　[NHK出版]

772 若本規夫のすべらない話 若本 規夫 著　[主婦の友インフォス]

【８ ことば・話し方】

816 記者ハンドブック　新聞用字用語集 共同通信社 編著　[共同通信社]

837 推し活英語　世界が広がる 劇団雌猫 監修　[学研プラス]

心とからだが元気になる鉄分レシピ　　　　 小田 真規子 著　[PHPエディターズ・グループ]

世界をゆるがしたアート　　　　　　　　スージー・ホッジ 著　[青幻舎インターナショナル]

世界遺産データ・ブック　　　　　　　 古田 陽久 著　[シンクタンクせとうち総合研究機構]

妄想美術館　　　　　　　　　　　　　　原田 マハ・ヤマザキ マリ 著　[SBクリエイティブ]
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【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

911.3 夏井いつき、俳句を旅する 夏井 いつき 著　[悟空出版]

914.6 大人の流儀 11　もう一度、歩きだすために 伊集院 静 著　[講談社]

914.6 折れない言葉 五木 寛之 著　[毎日新聞出版]

914.6 月曜日は水玉の犬 恩田 陸 著　[筑摩書房]

914.6 遺す言葉　「寂庵だより」2017-2008年より 瀬戸内 寂聴 著　[祥伝社]

914.6 猫に教わる 南木 佳士 著　[文藝春秋]

914.6 カムカムマリコ 林 真理子 著　[文藝春秋]

914.6 人は生きていく上で何が大切か 吉沢 久子 著　[青志社]

916 告白。実はワタス、がん宣告を受けました。 堀井 計 著　[サンライズパブリッシング]

916 ぼけますから、よろしくお願いします。　おかえりお母さん　信友 直子 著　[新潮社]

【Ｆ 小説】

F エレジー 赤松 利市 著　[光文社]

F 彼女が知らない隣人たち あさの あつこ 著　[KADOKAWA]

F コンクールシェフ！ 五十嵐 貴久 著　[講談社]

F 心心　東京の星、上海の月 石田 衣良 著　[KADOKAWA]

F 幸村を討て 今村 翔吾 著　[中央公論新社]

F テウトの創薬 岩木 一麻 著　[KADOKAWA]

F 引力の欠落 上田 岳弘 著　[KADOKAWA]

F 時計屋探偵の冒険　(アリバイ崩し承ります ２) 大山 誠一郎 著　[実業之日本社]

F おしゃべりな部屋

F チンギス紀 13　陽炎 北方 謙三 著　[集英社]

F 午前０時の身代金 京橋 史織 著　[新潮社]

F 写真の秘密　夢の中のあの人 倉田 周平 著　[パレード]

F 母子草の記憶 小杉 健治 著　[双葉社]

F 無明　警視庁強行犯係・樋口顕 今野 敏 著　[幻冬舎]

F 朱色の化身 塩田 武士 著　[講談社]

川村 元気・近藤 麻理恵 著 [中央公論新社]

『折れない言葉』
五木 寛之

『告白。実はワタス、
がん宣告を受けました。』

堀井 計

『幸村を討て』
今村 翔吾
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【Ｆ 小説】：続き

F たとえ世界を敵に回しても 志駕 晃 著　[KADOKAWA]

F パンとサーカス 島田 雅彦 著　[講談社]

F 油絵は謎をささやく 翔田 寛 著　[KADOKAWA]

F 夏の体温 瀬尾 まいこ 著　[双葉社]

F おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 著　[講談社]

F コスメの王様 高殿 円 著　[小学館]

F 博士の長靴 瀧羽 麻子 著　[ポプラ社]

F 世界が青くなったら 武田 綾乃 著　[文藝春秋]

F 包帯クラブ　ルック・アット・ミー！ 天童 荒太 著　[筑摩書房]

F 人でなしの櫻 遠田 潤子 著　[講談社]

F 人面島 中山 七里 著　[小学館]

F 図書室のはこぶね 名取 佐和子 著　[実業之日本社]

F パラレル・フィクショナル 西澤 保彦 著　[祥伝社]

F 弊社は買収されました！ 額賀 澪 著　[実業之日本社]

F 月の王 馳 星周 著　[KADOKAWA]

F ハイドロサルファイト・コンク 花村 萬月 著　[集英社]

F ロング・アフタヌーン 葉真中 顕 著　[中央公論新社]

F ★ 八月の母 早見 和真 著　[KADOKAWA]

F 古本食堂 原田 ひ香 著　[角川春樹事務所]

F ファズイーター 深町 秋生 著　[幻冬舎]

F 菜の花の道　(千成屋お吟 ２) 藤原 緋沙子 著　[KADOKAWA]

F 団地のふたり 藤野 千夜 著　[U-NEXT]

F 雌伏三十年 マキタスポーツ 著　[文藝春秋]

F シェア 真梨 幸子 著　[光文社]

F アルツ村 南 杏子 著　[講談社]

F 風の港 村山 早紀 著　[徳間書店]

F 刑事弁護人 薬丸 岳 著　[新潮社]

F 花屋さんが言うことには 山本 幸久 著　[ポプラ社]

『パンとサーカス』
島田 雅彦

『菜の花の道
千成屋お吟 ２』

藤原 緋沙子

『古本食堂』
原田 ひ香
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【Ｆ 小説】：続き

＜文庫・新書版＞

FB 本からはじまる物語　(小説集) 阿刀田 高 他著　[KADOKAWA]

FB 五分後にホロリと江戸人情　(小説集) 風野 真知雄 他著　[講談社]

FB ★ 少年 川端 康成 著　[新潮社]

FB アクセル・ワールド 26　裂天の征服者 川原 礫 著　[KADOKAWA]

FB 独り立ち　(吉原裏同心 37) 佐伯 泰英 著　[光文社]

FB

FB 割れた誇り　(ラストライン ２) 堂場 瞬一 著　[文藝春秋]

FB 迷路の始まり　(ラストライン ３) 堂場 瞬一 著　[文藝春秋]

FB 骨を追え　(ラストライン ４) 堂場 瞬一 著　[文藝春秋]

FB 悪の包囲　(ラストライン ５) 堂場 瞬一 著　[文藝春秋]

FB 駅に泊まろう！ ４　コテージひらふの雪師走 豊田 巧 著　[光文社]

FB TRACE　(東京駅おもてうら交番・堀北恵平 ７) 内藤 了 著　[KADOKAWA]

FB 高校事変 12 松岡 圭祐 著　[KADOKAWA]

FB ビブリア古書堂の事件手帖 ２－３ 扇子と虚ろな夢 三上 延 著　[KADOKAWA]

FS 花嫁、街道を行く 赤川 次郎 著　[実業之日本社]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

H051 東藻琴文芸 第15号

H051 女満別文芸 第15号

H291 るるぶドライブ北海道ベストコース '23 [JTBパブリッシング]

H291 るるぶ知床阿寒釧路湿原網走 2022 [JTBパブリッシング]

H291 札幌 小樽・富良野・旭山動物園 '23 [昭文社]

H291 るるぶ札幌 '23　小樽 富良野 旭山動物園 [JTBパブリッシング]

H291 るるぶ十勝帯広ガーデン街道 2022 [JTBパブリッシング]

H291 じゃらんで旅する北海道 2022～2023 [リクルート北海道じゃらん]

H470

H596S 北海道を味わう　四季折々の「食の王国」 小泉 武夫 著　[中央公論新社]

H764 旭川商業高校吹奏楽部のキセキ オザワ部長 著　[学研プラス]

H783 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドブック 2022

[北海道日本ハムファイターズ]

H783 北海道サッカーの挑戦 越山 賢一 著　[エイチエス]

H909

HJ2 リボンちゃんとめぐる 北海道179市町村

四季の森 五鹿山　野の花・野山の鳥　　　　ふるさとから学ぶ会 編著　[ふるさとから学ぶ会]

北海道の児童文学・文化史　　　　　　　　日本児童文学学会北海道支部 編著　[共同文化社]

大空町東藻琴図書館 編 [東藻琴文芸刊行会]

大空町女満別図書館 編 [女満別文芸刊行会]

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 編　[ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社]

小説王様ランキング 後編　　　　　十日 草輔 原作・八奈川 景晶 ノベライズ　[KADOKAWA]

【 ２０２２年５月 の休館日 】
２(月)～５(木)・９(月)・１６(月)・２３(月)・２６(木)～３１(火)
※５月２６日(木)から３１日(火)まで、蔵書点検のため臨時休館いたします。
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：こころ・占い＞

J1 神話最強王図鑑 健部 伸明 監修　[学研プラス]

J1 めちゃハピ♡パーフェクトブックDX　心理ゲーム 星占い おまじない

マーク・矢崎治信 監修　[あかね書房]

J1 夢をかなえる魔法のうらないBOOK 藤森 緑 監修　[新星出版社]

＜児童書：歴史・地理＞

J2 鎌倉時代からの挑戦状！ 歴史探偵Ｋのタイムワープ (歴史漫画タイムワープシリーズ)

一式 まさと マンガ　[朝日新聞出版]

J2 日本地理データ年鑑 2022 松田 博康 監修　[小峰書店]

J2 世界がわかる国旗じてん 2022 成美堂出版編集部 編　[成美堂出版]

J2

J2 北条政子　(コミック版日本の歴史 81) 加来 耕三 企画・構成・監修　[ポプラ社]

J2 伝記を読もう [あかね書房]

　椋鳩十 津田梅子

　ジョン万次郎 北里柴三郎

　南方熊楠 前島密

　手塚治虫 阿波根昌鴻

　渋沢栄一 新美南吉

小学生のための世界地図帳　　　　　　学習地理研究会 著　[メイツユニバーサルコンテンツ]

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４月１日～４月３０日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

『夢をかなえる
魔法のうらないBOOK』

藤森 緑

『北条政子』
加来 耕三

『鎌倉時代からの挑戦状！』
一式 まさと
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜児童書：社会＞

J3

J3

J3 幻獣(モンスター)最強王図鑑 健部 伸明 監修　[学研プラス]

J3 異種最強王図鑑 健部 伸明 監修　[学研プラス]

J3 妖怪最強王図鑑 多田 克己 監修　[学研プラス]

J3 お金のひみつ【新版】 RICCA まんが　[学研プラス]

＜児童書：動物・自然＞

J4

J4 昆虫最強王図鑑 篠原 かをり 監修　[学研プラス]

J4 動物最強王図鑑 實吉 達郎 監修　[学研プラス]

J4 絶滅動物最強王図鑑 實吉 達郎 監修　[学研プラス]

J4 恐竜最強王図鑑 實吉 達郎 監修　[学研プラス]

J4 じぶんでよめるとりずかん 成美堂出版編集部 編著　[成美堂出版]

J4

J4

＜児童書：環境・手芸・料理＞

J5 ボイラーのひみつ おぎの ひとし まんが　[学研プラス]

J5 はたらくくるま　(はじめてのずかん) 小賀野 実 監修　[高橋書店]

J5 でんしゃ　(はじめてのずかん) 山崎 友也 監修　[高橋書店]

＜児童書：遊び・スポーツ＞

J7 輝くアスリートの感動物語　東京オリンピック・パラリンピック2020

１ 自分を信じて・２ つらいときこそ笑顔で・３ 信頼が生む力

大野 益弘 監修　[あかね書房]

J7 マンガでわかる！トクサンTVが教える超少年野球教室　トクサン 著　[KADOKAWA]

J7 キッズペディア世界遺産 [小学館]

ＡＬＴ（外国語指導助手）のひみつ　　　　 マンガデザイナーズラボ まんが　[学研プラス]

頭のなかには何がある？　　　ピエルドメニコ・バッカラリオ 他著　[太郎次郎社エディタス]

お金はなんの役に立つ？　　　ピエルドメニコ・バッカラリオ 他著　[太郎次郎社エディタス]

ドラえもん科学ワールドspecialみんなのための医学入門　　藤子･Ｆ･不二雄 まんが [小学館]

ドラえもん探究ワールド身近にいっぱい！おどろきの化学　藤子･Ｆ･不二雄 まんが [小学館]

『お金はなんの役に立つ？』
ピエルドメニコ・

バッカラリオ

『じぶんでよめるとりずかん』
成美堂出版編集部

『輝くアスリートの感動物語
１ 自分を信じて』

大野 益弘
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜児童書：読み物・詩＞

J9 未来のハッピースクール計画！ (おはなしSDGs) 井上 林子 作　[講談社]

J9 むかしむかし ２ 内田 麟太郎 文　[文溪堂]

J9 モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉 幸子 作　[小峰書店]

J9 おばけのアッチあかちゃんはドドン！ 角野 栄子 さく　[ポプラ社]

J9 まちのおばけずかん　おばけコンテスト 斉藤 洋 作　[講談社]

J9 クロケのジャムとももふか草 島村 木綿子 作　[国土社]

J9 マリーさんぽにいこっ とうや あや 作　[文研出版]

J9 タヌキの土居くん 富安 陽子 作　[福音館書店]

J9 ああ、もうダメだ！　その一言から生まれる物語 日本児童文学者協会 編　[偕成社]

J9 もうサイアクだ！　その一言から生まれる物語 日本児童文学者協会 編　[偕成社]

J9 かあさんうさぎと金のくつ デュボース・ヘイワード 作　[徳間書店]

J9 ふしぎ町のふしぎレストラン ５　こわくておいしいおかしの家

三田村 信行 作　[あかね書房]

J9 げたばこかいぎ 村上 しいこ 作　[PHP研究所]

J9S 鬼滅の刃 ノベライズ ６　無限城突入！しのぶの想い編

吾峠 呼世晴 原作・絵・松田 朱夏 著　[集英社]

＜ヤングアダルト：歴史・地理＞

YAJ2S 北里柴三郎　(よみがえる天才 ７) 海堂 尊 著　[筑摩書房]

＜ヤングアダルト：社会＞

YAJ3 土木技術者になるには　(なるにはBOOKS) 三上 美絵 著　[ぺりかん社]

YAJ3 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！ 河出書房新社 編　[河出書房新社]

YAJ3 青春サプリ。　この一瞬にすべてを 日比野 恭三 他文　[ポプラ社]

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ ２ 和合 亮一 編・エッセイ　[ゆまに書房]

YAJ9 大人になるまでに読みたい15歳のエッセイ ３ 和合 亮一 編・エッセイ　[ゆまに書房]

YAJ9 ようこそ、市立第４魔法中学校へ！ 藍藤 唯 著　[KADOKAWA]

YAJ9 あの子のことは、なにも知らない 栗沢 まり 作　[ポプラ社]

YAJ9 不思議屋『風待ち』 西村 友里 作　[文研出版]

YAJ9 都会のトム＆ソーヤ 19 はやみね かおる 著　[講談社]

YAJ9 タブレット・チルドレン 村上 しいこ 作　[さ・え・ら書房]

YAJ9 サムデイ

【Ｅ えほん】

E ほっぺにちゅ！ 新井 洋行 作　[童心社]

E

E

E きりんは「ながい」…だけじゃない。 今泉 忠明 監修　[チャイルド本社]

デイヴィッド・レヴィサン 作　[小峰書店]

とけいばとのポポのおんがくかい　　　　　　いのうえ ちひろ さく・え　[チャイルド本社]

きつねとぶどう　　　　　　　　　　イソップ 原作・しもかわら ゆみ 文・絵　[あかね書房]
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【Ｅ えほん】：つづき

E

E ありんこトロッコ おおい じゅんこ 作　[アリス館]

E

E こいのぼりのひーくん かとう ようこ さく・え [チャイルド本社]

E おひげのポン かなざわ まこと 作・絵　[学研プラス]

E いるいる！みずべのいきもの 鎌田 歩 さく　[教育画劇]

E ３つのねがいと１つのおねがい きしら まゆこ 作・絵　[教育画劇]

E おてがみであいましょう 木村 いこ 作画・木村 セツ 画　[理論社]

E

E オリーともりのがっこう ニコラ・キルン 作　[化学同人]

E

E

E

E

E あかちゃんがきた！ サトシン 作・松本 春野 絵　[アリス館]

E

E クーのたんじょうび しろさめ 作絵　[岩崎書店]

E ぼくのねこ 鈴木 のりたけ 作・絵　[PHP研究所]

E あげはちょう じっとみてみたら… 須田 研司 監修　[チャイルド本社]

E いいおへんじ 園田 トト え　[チャイルド本社]

E ぼくがかわりにとどけるよ そのだ えり 作　[文溪堂]

E

E いいいろふうせんや たなか しん 著　[早川書房]

E

E たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや みわ さく　[学研教育みらい]

E

E

おうさまのメロンはどこへいった？　　なかばやし みく 作・絵　[静岡県袋井市企画政策課]

ともだち　　　　　　　　　　　　　　　くすのき しげのり 作・よしむら めぐ 絵　[小学館]

だいすき　　　　　　　　　　きむら ゆういち さく・とよた かずひこ え　[チャイルド本社]

おにぎりをつくる　　　　　　　　　　　 高山 なおみ 文・長野 陽一 写真　[ブロンズ新社]

ヤングさんのオーケストラ　　　　　　　　　 なかえ よしを 作・小池 敏彦 絵　[ポプラ社]

どんなおべんとう？　　　　　　　　　　　　　いわき あやこ 絵・麦田 あつこ 文　[小学館]

はるのにわで　　　　　　　　　　　　　　　　澤口 たまみ 文・米林 宏昌 絵　[福音館書店]

はやくしなさい！　　　　　　　　　　　　　 中川 ひろたか 文・村上 康成 絵　[金の星社]

なまけていません。　　　　　　　大塚 健太 作・柴田 ケイコ 絵　[パイインターナショナル]

わたし、わすれものがおおいです。 くすのき しげのり さく・のし さやか え　[東洋館出版社]

いち・にの・さんかんび　　　　　くすのき しげのり さく・こば ようこ え　[東洋館出版社]

３かいなかしたろか　　　　　　　　くすのき しげのり さく・石井 聖岳 え　[東洋館出版社]

『おてがみであいましょう』
木村 いこ・木村 セツ

『ぼくのねこ』
鈴木 のりたけ

『はやくしなさい！』
中川 ひろたか・村上 康成
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【Ｅ えほん】：つづき

E 10ぴきのおばけとすすおばけ にしかわ おさむ 作・絵　[ひかりのくに]

E あつまれ！わくわくパンまつり のし さやか さく・え　[チャイルド本社]

E

E

E オーリキュラと庭のはなし 前田 まゆみ 作　[アリス館]

E

E ごめんねゆきのバス むらかみ さおり 作　[文溪堂]

E コンビニてんちょうネコイチさん

ヤスダ ユミコ・むとうゆういち さく・まつもと まや え　[PHP研究所]

E かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ シンスケ 著　[白泉社]

E ぞうになったうそ

　ティエリー・ロブレヒト ぶん/エステル・メーンス え　[パイインターナショナル]

E ぬいぐるみきゅうじょたい

ティエリー・ロブレヒト 文/ディヴィッド・Ｂ・ドレイパー 絵　[岩崎書店]

E キッチンたんけんたい くだものちゃんをすくえ！ わかな ひとし さく・え [チャイルド本社]

【ＰＳ かみしばい】

PS ともだちおっとっと 内田 麟太郎 脚本・山口 マオ 絵 [童心社]

PS おせんべやけた！ 長野 ヒデ子 脚本・絵　[童心社]

PS みつけよう！行事まちがいさがし紙芝居 [教育画劇]

　こはるちゃんのたのしいおしょうがつ 霜田 あゆ美 作絵

　あかおにちゃんとあおおにちゃんのさがしてどこどこ？　西内 としお 作絵

　たのしいおひなさま おおい じゅんこ 作絵

　ごろたのこどものひ カワダ クニコ 作絵

　くろねこベーカリーたなばたパン おかもと 香織 作絵

　ハロウィンしょうてんがい とみなが まい 作絵

　がんばれサンタさん あかいし ゆみ 作絵

PS 名作あらすじ紙芝居シリーズ [埼玉福祉会出版部]

　野菊の墓 伊藤 左千夫 原作

　鼻 芥川 龍之介 原作

　トロッコ 芥川 龍之介 原作

　山椒大夫 森 鷗外 原作

　山月記 中島 敦 原作

　最後の一句 森 鷗外 原作

　恩讐の彼方に 菊池 寛 原作

　夢十夜 夏目 漱石 原作

　名人伝 中島 敦 原作

　裸川 太宰 治 原作

まねっこぴたっ！どうぶつ　　　　　まつした さゆり ぶん・スズキ サトル え　[ほるぷ出版]

みつばちさんのティールーム　　　ヘイリー・バレット 文/アリソン・ジェイ 絵　[徳間書店]

７ひきのこうさぎ　　　　　　　　ジョン・ベッカー ぶん/バーバラ・クーニー え　[好学社]
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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） 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

クーヨン 【５月取扱開始】 クレヨンハウス 育児情報

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5月号】　2022年4月30日発行

〒093-0502　佐呂間町字永代町１６６番地の２

月 刊 誌
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