
【０ 総記】

007 ガーファネクストステージ　四騎士＋Ｘの次なる支配戦略

スコット・ギャロウェイ 著　[東洋経済新報社]

015 この本読んで！2021年冬号　国内・海外の絵本賞 [出版文化産業振興財団]

019 今日は何の日？今日も本の日！

031

【１ 人生訓・哲学】

159 がんばらないことをがんばるって決めた。 考えるＯＬ 著　[KADOKAWA]

【２ 地理・歴史・伝記】

288 最後の角川春樹 伊藤 彰彦 著　[毎日新聞出版]

297 メルケル　世界一の宰相 カティ・マートン 著　[文藝春秋]

【３ 社会・資格・教育】

304 文藝春秋オピニオン2022年の論点100 [文藝春秋]

312 永田町動物園　日本をダメにした101人 亀井 静香 著　[講談社]

319 ★ 「反中」亡国論　日本が中国抜きでは生きていけない真の理由　富坂 聰 著　[ビジネス社]

332S なぜ、日本人の９割は金持ちになれないのか 藤井 聡 著　[ポプラ社]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２１年１２月１日～１２月３１日分）

逢坂肇と流泉書房の仲間たち 著 [苦楽堂]

ギネス世界記録 2022　　　　　　　　クレイグ・グレンディ 編　[角川アスキー総合研究所]

メルケル
世界一の宰相

永田町動物園
日本をダメにした101人

人見知りの日和はひとり旅を始めてから自
信がつき、仕事も恋も充実してきた。ある
日、秋田でひとり暮らしの叔母の体調が悪
いと聞き、様子を見に行くことに…。
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ひとり旅日和 ３

運開き！

秋川 滝美 著

KADOKAWA 刊
[小説]
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【３ 社会・資格・教育】：続き

336 職場のトリセツ 黒川 伊保子 著　[時事通信出版局]

361 「話し方のベストセラー100冊」のポイントを１冊にまとめてみた。

藤吉 豊 著　[日経BP]

361 アカンヒトズカン 野々村 友紀子 著　[学研プラス]

361 アルトゥルと行く！不思議の国・ジャパン アルトゥル 著・原作　[KADOKAWA]

367 熟年離婚を考えたら読む本 monika 著　[つた書房]

367 妻がどんどん好きになる 梶原 しげる 著　[光文社]

371

374 さよなら、理不尽PTA！ 大塚 玲子 著　[辰巳出版]

378 霧のなかのバーバラ　学習しょうがいを克服した女性の物語　片山 恭一 著　[文芸社]

388 妖しい忍者　消えた忍びと幻術師 東郷 隆 著　[出版芸術社]

【４ 自然・理数・健康】

493 睡眠専門医が教える！子供が朝起きなくなったときに、親子で読む本

渥美 正彦 著　[セルバ出版]

493 お父さん、お母さんが知っておきたいダニとアレルギーの話

高岡 正敏 著　[あさ出版]

494 がんをデザインする 中島 ナオ 著　[ニジノ絵本屋]

495 つらくなる前に知っておきたい閉経のきほん 上田 嘉代子 監修　[池田書店]

498 栄養学の基本ゆる図鑑 中村 丁次 監修　[宝島社]

498 冨永愛 美をつくる食事 冨永 愛 著　[ダイヤモンド社]

498 それでも君は医者になるのか 中山 祐次郎 著　[日経BP]

498 コロナ戦記　医療現場と政治の700日 山岡 淳一郎 著　[岩波書店]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

527 災害に強い家はこうつくる 七呂 恵介 著　[青春出版社]

538 宇宙飛行士野口聡一の全仕事術 野口 聡一 著　[世界文化ブックス]

593 型紙いらずの着物リメイク 2Way楽しめるシャツワンピース

松下 純子 著　[河出書房新社]

596 はるあんのベストおやつ はるあん 著　[ライツ社]

596

596 ひとぬりで幸せになるパン友レシピ 荻山 和也 著　[WAVE出版]

596 梅宮家の秘伝レシピ 梅宮 アンナ 監修　[主婦の友社]

596 リュウジ式至高のレシピ リュウジ 著　[ライツ社]

596

596B しゃばけごはん 畠中 恵 著・川津 幸子 料理　[新潮社]

597 やみつき掃除術　市販洗剤４本で感動的に汚れが落ちて家じゅう試したくなる！

お掃除職人きよきよ 著　[SBクリエイティブ]

ローカルおやつの本　　　　　　　　　　　　 グラフィック社編集部 編　[グラフィック社]

不登校、頼ってみるのもいいものだ　　　 小林 高子 著　[クロスメディア・パブリッシング]

どんなずぼらさんでも１週間の夜ごはんが作れる本　mako 著　[KADOKAWA]
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【６ 産業】

645

673 最後に「ありがとう」と言えたなら 大森 あきこ 著　[新潮社]

【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

726 ゴールデンカムイ 28 野田 サトル 著　[集英社]

754 木のもの　(暮らしの図鑑) 暮らしの図鑑編集部 編　[翔泳社]

772 みんな、本当はおひとりさま 久本 雅美 著　[幻冬舎]

775 人生70点主義　自分をゆるす生き方 梅沢 富美男 著　[講談社]

778 青嵐の庭にすわる　「日日是好日」物語 森下 典子 著　[文藝春秋]

779 80歳、何かあきらめ、何もあきらめない 萩本 欽一 著　[主婦と生活社]

779 カードで作るトランプ料理読本 藤田 和己 著　[柏艪舎]

783 俺は主夫。職業、現役Ｊリーガー 大久保 嘉人 著　[講談社]

【８ ことば・話し方】

810 日本語はこわくない 飯間 浩明 著　[PHP研究所]

【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

911.6 松本隆 言葉の教室 松本 隆 述　[マガジンハウス]

914.6 干し芋の丸かじり　(丸かじりシリーズ 44) 東海林 さだお 著　[朝日新聞出版]

914.6 にっこり、洋食　おいしい文藝　(エッセイ集) 江國 香織 ほか 著　[河出書房新社]

914.6 遠慮深いうたた寝 小川 洋子 著　[河出書房新社]

914.6 三十代の初体験 羽田 圭介 著　[主婦と生活社]

916 ママがもうこの世界にいなくても　私の命の日記 遠藤 和 著　[小学館]

923 円　劉慈欣短篇集 劉 慈欣 著　[早川書房]

まるありがとう　　　　　　　　　　　　　 養老 孟司 著・平井 玲子 写真　[西日本出版社]

人生70点主義
自分をゆるす生き方

俺は主夫。
職業、現役Jリーガー

三十代の初体験干し芋の丸かじり

【 ２０２２年１月 の休館日 】
１(土)～５(水)・１０(月)・１１(火)・１７(月)・２４(月)・３０(日)・３１(月)
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【Ｆ 小説】

F 底惚れ 青山 文平 著　[徳間書店]

F 赤と青とエスキース 青山 美智子 著　[PHP研究所]

F ひとり旅日和 ３　運開き！ 秋川 滝美 著　[KADOKAWA]

F 新しい星 彩瀬 まる 著　[文藝春秋]

F 蚕の王 安東 能明 著　[中央公論新社]

F 能面鬼 五十嵐 貴久 著　[実業之日本社]

F ミチクサ先生 上・下 伊集院 静 著　[講談社]

F パラソルでパラシュート 一穂 ミチ 著　[講談社]

F 一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一 著　[集英社]

F ミニシアターの六人 小野寺 史宜 著　[小学館]

F 吾妻おもかげ 梶 よう子 著　[KADOKAWA]

F ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井 慶喜 著　[講談社]

F 絞め殺しの樹 河崎 秋子 著　[小学館]

F 神曲 川村 元気 著　[新潮社]

F 剛心 木内 昇 著　[集英社]

F チンギス紀 12　不羈(ふき) 北方 謙三 著　[集英社]

F 中野のお父さんの快刀乱麻 北村 薫 著　[文藝春秋]

F R.I.P.　安らかに眠れ 久坂部 羊 著　[講談社]

F 熔果 黒川 博行 著　[新潮社]

F ヌルハチ　朔北の将星 小前 亮 著　[講談社]

F おはようおかえり 近藤 史恵 著　[PHP研究所]

F ジミー・ハワードのジッポー 柴田 哲孝 著　[U-NEXT]

F 現代生活独習ノート 津村 記久子 著　[講談社]

F ルーティーンズ 長嶋 有 著　[講談社]

F 黄金の刻(とき)　小説 服部金太郎 楡 周平 著　[集英社]

F 黄金旅程 馳 星周 著　[集英社]

F 滅私 羽田 圭介 著　[新潮社]

F 李王家の縁談 林 真理子 著　[文藝春秋]

吾妻おもかげ 中野のお父さんの
快刀乱麻

黄金旅程おはようおかえり
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【Ｆ 小説】：続き

F やまのめの六人 原 浩 著　[KADOKAWA]

F 探偵少女アリサの事件簿 ３　さらば南武線 東川 篤哉 著　[幻冬舎]

F 転生したらスライムだった件 19 伏瀬 著　[マイクロマガジン社]

F 山亭ミアキス 古内 一絵 著　[KADOKAWA]

F フェイクフィクション 誉田 哲也 著　[集英社]

F ほんのこども 町屋 良平 著　[講談社]

F 残照の頂　続・山女日記 湊 かなえ 著　[幻冬舎]

＜文庫・新書版＞

FB 討ち入りたくない内蔵助 白蔵 盈太 著　[文芸社]

FB またあおう　しゃばけ外伝 畠中 恵 著　[新潮社]

FB 福の神　(大江戸閻魔帳 ６) 藤井 邦夫 著　[講談社]

FB 龍ノ国幻想 ２　天翔ける縁 三川 みり 著　[新潮社]

FS 泥棒は幻を見ない　(夫は泥棒、妻は刑事 23) 赤川 次郎 著　[徳間書店]

FS 特急リバティ会津111号のアリバイ 西村 京太郎 著　[双葉社]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

H645 北海道ワンちゃんと泊まるこだわりの宿厳選ベストガイド

カルチャーランド 著　[メイツユニバーサルコンテンツ]

【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：こころ・占い＞

J1 ３分後にゾッとする話　魔物ミュージアム 野宮 麻未 著　[理論社]

J1 どう解く？　答えのない道徳の問題 やまざき ひろし ぶん　[ポプラ社]

J1 ミラクルきょうふ！本当に怖いストーリーDX翡翠 闇月 麗 編著　[西東社]

＜児童書：歴史・地理＞

J2 はじめての日本のれきしえほん

J2

J2 歴史人物バトル　フランス編 織田信長vs.ナポレオン 野間 与太郎 マンガ　[朝日新聞出版]

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。

（２０２１年１２月１日～１２月３１日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

溝口 イタル 作　[パイインターナショナル]

小学生のための日本地図帳　　　　　社会科地図研究会 著　[メイツユニバーサルコンテンツ]
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜児童書：社会＞

J3 大迫力！日本の鬼大百科 朝里 樹 監修　[西東社]

＜児童書：動物・自然＞

J4 ドラえもん探究ワールドおもしろいぞ！数の世界 藤子・Ｆ・不二雄 まんが　[小学館]

J4 じぶんでよめるどうぶつずかん 成美堂出版編集部 編著　[成美堂出版]

J4 感染症と人類の歴史 ２　治療と医療 おおつか のりこ 文　[文研出版]

＜児童書：環境・手芸・料理＞

J5 でんしゃ　(ひとりでよめるずかん) [学研プラス]

J5 のりもの　(ひとりでよめるずかん) [学研プラス]

＜児童書：遊び・スポーツ＞

J7 パウ・パトロールめいろあそびえほん [講談社]

J7 すみっコぐらしをさがせ　すみをさがせばいるんです編　主婦と生活社 編　[主婦と生活社]

J7 全仮面ライダー完全超百科 決定版 [講談社]

J7 ポケモン大図鑑　上・下 [小学館]

J7 ★

J7 おしりたんていププッとおりがみ いしばし なおこ おりがみさく [ポプラ社]

＜児童書：読み物・詩＞

J9 ひまりのすてき時間割 井嶋 敦子 作　[童心社]

J9 学園ミステリー 恩田 陸 他著　[汐文社]

J9 ほねほねザウルス 25　ティラノ・ベビー、うちゅうにいく！？

カバヤ食品株式会社 原案・監修　[岩崎書店]

J9 屋根に上る かみや としこ 作　[学研プラス]

J9 しんぱいなことがありすぎます！ 工藤 純子 作　[金の星社]

J9 ねこのおひめさま　(グリムの本だな １) グリム 原作　[あかね書房]

J9 チャーリーとフロッグ手話の町の図書館となぞのメッセージ

カレン・ケイン 著　[岩崎書店]

J9 マジックウッズ戦記　４上・下　三人の勇者 クレシッダ・コーウェル 作　[小峰書店]

PUI PUIモルカーモルだくさん！公式キャラクターブック　見里 朝希 監修　[フレーベル館]

大迫力！日本の鬼大百科 じぶんでよめる
どうぶつずかん

全仮面ライダー
完全超百科 決定版
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

J9 だいとかいのおばけずかん　ゴーストタワー 斉藤 洋 作　[講談社]

J9 おばけずかんクイズBOOK　ちょいムズへん 斉藤 洋 原作　[講談社]

J9 ばけねこキッチン 佐川 芳枝 作　[講談社]

J9 おぱんつロック　ウンチョス大とうりょうのたんじょうび会だぜ！

しえ☆つぼ さく・え (しえ＊ビタースイート 作・文・つぼい ひろき 絵)　[主婦の友社]

J9 せっしゃ、なべぶぎょうでござる！ しめの ゆき 作　[ポプラ社]

J9 スカーレットとブラウン　あぶないダークヒーロージョナサン・ストラウド 著　[静山社]

J9 銀杏堂 ２　スフィンクスのつめ 橘 春香 作・絵　[偕成社]

J9 イアリーの魔物 ２　ガーガンティス トーマス・テイラー 作　[小学館]

J9 おやすみこりす 虹山 つるみ さく　[ポプラ社]

J9 かすみ川の人魚 長谷川 まりる 作　[講談社]

J9 かいけつゾロリきょうふのダンジョン 原 ゆたか さく・え　[ポプラ社]

J9 パリ・オペラ座バレエ学校物語

J9 お天気屋と封印屋　十年屋と魔法街の住人たち ３ 廣嶋 玲子 作　[静山社]

J9 ほんとうの友だちさがし　真実の妖精のおはなし マット・ヘイグ 文　[西村書店]

J9 たまごの魔法屋トワ ４ ふたつの世界、つながる光 宮下 恵茉 作　[文響社]

J9 暗号クラブ 20　暗号クラブの卒業旅行 ペニー・ワーナー 著　[KADOKAWA]

J9S 鬼滅の刃 ノベライズ ５　おそわれた刀鍛冶の里編

吾峠 呼世晴 原作・絵・松田 朱夏 著　[集英社]

J9S ミラベルと魔法だらけの家 アンジェラ・セルバンテス 著　[小学館]

＜ヤングアダルト：社会＞

YAJ3 アニメ業界で働く　(なるにはBOOKS 補巻27) 小杉 眞紀 著　[ぺりかん社]

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 ソフィーの秘密 ニキ・コーンウェル 作　[文研出版]

YAJ9 博物館の少女　怪異研究事始め 富安 陽子 著　[偕成社]

YAJ9 ルーミーとオリーブの特別な10か月 ジョーン・バウアー 著　[小学館]

YAJ9

YAJ9 虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井 とりお 著　[河出書房新社]

エリザベット・バルフェティ 著　[竹書房]

昔話法廷 Season５　　　　　　　　　　　 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班 編　[金の星社]

おぱんつロック かいけつゾロリ
きょうふのダンジョン

虹いろ図書館の
かいじゅうたち

暗号クラブ 20

7 - 図書館の新着情報 2022.1 -



【Ｅ えほん】

E 十二支のおはなしと十二支がかけるほん

あきやま かぜさぶろう え・アキヤマ ヒカル ぶん　[JTBパブリッシング]

E たことさる 新井 洋行 著　[佼成出版社]

E

E

E とらのじまんは… 今泉 忠明 監修　[チャイルド本社]

E おいものもーさん 岡田 よしたか さく　[ブロンズ新社]

E セイロウさん かとう まふみ 作　[WAVE出版]

E うちのくるまはバン！！ 鎌田 歩 作　[アリス館]

E

E ゆきってなあに？ 神田 健三 監修　[チャイルド本社]

E カメレオンたんてい・ドロン　ぬすまれたプレゼントをさがせ！

苅田 澄子 作・伊藤 夏紀 絵　[あかね書房]

E

E きたかぜとたいようとふたりのたびびと きしら まゆこ 作・絵　[教育画劇]

E

E てぶくろくん 小林 ゆき子 さく・え　[チャイルド本社]

E たくはいびんしゃぶるるるるう　

こわせ・たまみ さく・かろくこうぼう せいさく　[チャイルド本社]

E ちいさなちいさなこねこをさがして さかい さちえ 作　[教育画劇]

E

E クリコ シゲタ サヤカ 作　[小学館]

E メロンパンツ しぶや こうき さく・え [アルファポリス]

E じゅうにしのはなし スギヤマ カナヨ 作・絵　[ひかりのくに]

E じゅうにしのはなしのつづき スギヤマ カナヨ 作・絵　[ひかりのくに]

E

E

E しってるよ たかだ しんいち さく　[文研出版]

メンドリと赤いてぶくろ　　　　　　　　　　　安東 みきえ 作・村尾 亘 絵　[KADOKAWA]

王さまのお菓子　　　　　　　　　　　石井 睦美 文・くらはし れい 絵　[世界文化ブックス]

コンコンクシャンのうた　　　　　　　　香山 美子 詞・石倉 ヒロユキ 絵　[チャイルド本社]

クリスマスべんとう　　　　　　　　　　　　　木坂 涼 文・いりやま さとし え　[教育画劇]

かくれんぼのすきなおに　　　　　　　　　 木村 研 さく・篠崎 三朗 え　[チャイルド本社]

サチコさんのドレス　　　　　　　　　　　　　 桜木 紫乃 さく・そら 絵　[北海道新聞社]

おしょうがつパーティーめでたいめでたい　すとう あさえ 文・山田 花菜 絵　[ほるぷ出版]

じゅうにしどこいくの？　　　　　　　すとう あさえ ぶん・おくはら ゆめ え　[ほるぷ出版]

たことさる セイロウさん サチコさんのドレス
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【Ｅ えほん】：つづき

E だれかのプレゼント 谷口 智則 著　[文溪堂]

E にじゅうおくこうねんのこどく 谷川 俊太郎 詩・塚本 やすし 絵 [小学館]

E うさぎじかん 刀根 里衣 著　[NHK出版]

E

E

E おつきさまのスープ 野中 柊 作・木原 未沙紀 絵　[くもん出版]

E

E はりねずみくんのゆきだるま はらだ よしこ 作　[講談社]

E わたしのマントはぼうしつき 東 直子 作・町田 尚子 絵　[岩崎書店]

E

E ポケモンをさがせ！あたらしいぼうけん 姫野 よしかず 絵　[小学館]

E

E ふうわりふうせんどこへいった？ 間瀬 なおかた さく・え [チャイルド本社]

E こねこが まつおか たつひで 著　[めくるむ]

E おならおうこく 丸山 誠司 さく・え　[チャイルド本社]

E ペロペロおさらくん まるやま なお 著 [みらいパブリッシング]

E ★ PUI PUIモルカー 銀行強盗をつかまえろ！ 見里 朝希 監修　[フレーベル館]

E ★ PUI PUIモルカー 渋滞はだれのせい？ 見里 朝希 監修　[フレーベル館]

E

E すてきなテーブル ピーター・レイノルズ 絵と文　[新評論]

【ＰＳ かみしばい】

PS みんなでげんき ななくさがゆ

PS ねこのでしになったとら

おしっこ、うんこはどこにいく？　　　　　　中川 ひろたか 作・カワチ レン 絵　[アリス館]

おうちおおずもう　　　　　　　　　　　　　二宮 由紀子 文・あおき ひろえ 絵　[文研出版]

津田 真一 脚本・和歌山 静子 絵　[童心社]

バスにのるひ　　　　　　　　　　　　　　はせがわ さとみ 作・nakaban 絵　[絵本塾出版]

おもち　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦坂 有紀・もりと いずみ さく　[福音館書店]

ライオンのこころ　　レイチェル・ブライト ぶん/ジム・フィールド え　[トゥーヴァージンズ]

ばけもの　えほん遠野物語　　　　　　柳田 国男 原作・京極 夏彦 文・飯野 和好 絵　[汐文社]

やすい すえこ 脚本・土田 義晴 絵 [童心社]

毎週土曜日午後２時からは

『おはなしひろば』
“えほん”や“かみしばい”の読み聞かせをしています。

親子連れでも、子どもだけでもOK！

ボランティアも随時募集しています。

お気軽にお問い合わせください。

うさぎじかん はりねずみくんの
ゆきだるま

すてきなテーブル
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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

ｗｉｔｈ（ウィズ ） 講談社 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 　【１月から月刊化、毎月15日発行】 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社 パソコン

日経トレンディ 日経ＢＰ社 トレンド

日経マネー 日経ＢＰ社 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 メディアファクトリー 書籍情報

ＤＩＭＥ（ダイム） 小学館 トレンド

ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 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1月号】　2022年12月31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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