
【０ 総記】

024 一万円選書 北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語 岩田 徹 著　[ポプラ社]

【１ 人生訓・哲学】

112 ★

159 言いにくいことはっきり言うにゃん　仕事の悩み解決編　Jam マンガ・文　[笠間書院]

159 １ミリの優しさ　IKKOの前を向いて生きる言葉 IKKO 著　[大和書房]

159 社会人10年目の壁を乗り越える仕事のコツ

河野 英太郎 著　[ディスカヴァー・トゥエンティワン]

【２ 地理・歴史・伝記】

210.0 もし幕末に広報がいたら 鈴木 正義 著　[日経BP]

210.7 ★ 教科書に書かれなかった戦争 PART72　村井宇野子の朝鮮・清国紀行　[梨の木舎]

288 美智子さま愛のお言葉大全　米寿のお祝い記念 小田部 雄次 監修　[宝島社]

288

289.1 挑戦　常識のブレーキをはずせ 山中 伸弥・藤井 聡太 著　[講談社]

291 松本ぷりっつの夫婦漫才旅　NO密さんぽ編 松本 ぷりっつ 著　[KADOKAWA]

292 ＪＫ、インドで常識ぶっ壊される 熊谷 はるか 著　[河出書房新社]

皇室 令和４年冬号　　　　　　　　　　『皇室Our Imperial Family』編集部 編集　[扶桑社]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２２年１月１日～１月３１日分）

時間をめぐる哲学の冒険　　　　　　　　　　エイドリアン・バードン 著　[ミネルヴァ書房]

挑戦 常識の
ブレーキをはずせ

ＪＫ、インドで
常識ぶっ壊される

独ソ戦が激化する1942年、母をドイツ軍
に惨殺された少女セラフィマは、復讐のた
め、一流の狙撃兵になることを決意する。
訓練を重ねた彼女は、やがて前線へ…。
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【３ 社会・資格・教育】

314 ばらまき　河井夫妻大規模買収事件全記録　中国新聞「決別金権政治」取材班 著　[集英社]

327 生涯弁護人　事件ファイル１・２ 弘中 惇一郎 著　[講談社]

338 ★ 難しいことはわかりませんが、マンガと図解でお金の増やし方を教えてください！

山崎 元・大橋 弘祐 著　[文響社]

361 人は聞き方が９割 永松 茂久 著　[すばる舎]

361S なぜ人に会うのはつらいのか 斎藤 環・佐藤 優 著　[中央公論新社]

386 日本の祝日と歳事の由来 生方 徹夫 著　[モラロジー道徳教育財団]

【４ 自然・理数・健康】

407 ビーカーくんがゆく！工場・博物館・実験施設 うえたに夫婦 著　[誠文堂新光社]

467 遺伝子の不思議としくみ入門 島田 祥輔 著　[朝日新聞出版]

493 精神科医が教えない「プチ強迫性障害」という「幸せ」　杉山 崇 著　[双葉社]

496

498 食べるなら、どっち！？　不安食品見極めガイド 渡辺 雄二 著　[サンクチュアリ出版]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

591 一生お金に困らないお金ベスト100 荻原 博子 著　[ダイヤモンド社]

593 野口光が教える一生使えるダーニング術 野口 光 著　[秀和システム]

594 ペーパーフラワーの時間 堀込 好子 著　[ブティック社]

596 村上祥子80歳遺言レシピ 村上 祥子 著　[主婦と生活社]

597 「ちゃんとしなきゃ！」をやめたら二度と散らからない部屋になりました

家族の悩みも解決編 なぎまゆ 著　[KADOKAWA]

【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

726 百一 こうの 史代 著　[日本文芸社]

726 鬼滅の刃 １～23 吾峠 呼世晴 著　[集英社]

726 うちの猫がまた変なことしてる。６ 卵山 玉子 著　[KADOKAWA]

779 生きるために、捨ててみた。 だいた ひかる 著　[幻冬舎]

783 大谷翔平2021　リアル二刀流の軌跡 [岩手日報社]

鼻スッキリで夜ぐっすり　　　　　　　　 高島 雅之 著　[クロスメディア・パブリッシング]

生涯弁護人
事件ファイル１・２

村上祥子80歳
遺言レシピ

大谷翔平2021
リアル二刀流の軌跡

生きるために、
捨ててみた。
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【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

910.4 古典を読んだら、悩みが消えた。 安田 登 著　[大和書房]

913.3 源氏物語解剖図鑑 佐藤 晃子 文　[エクスナレッジ]

914.6 一期一会の人びと 五木 寛之 著　[中央公論新社]

914.6 モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本 葉子 著　[中央公論新社]

914.6 ひとまず上出来 ジェーン・スー 著　[文藝春秋]

914.6

914.6 吉祥寺ドリーミン　てくてく散歩・おずおずコロナ 山田 詠美 著　[小学館]

923 火守 劉 慈欣 著　[KADOKAWA]

929

933B 冤罪法廷 上・下 ジョン・グリシャム 著　[新潮社]

976

【Ｆ 小説】

F 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 著　[早川書房]

F マンモスの抜け殻 相場 英雄 著　[文藝春秋]

F 饗宴 赤松 利市 著　[小学館]

F

F 黒白の一族 明野 照葉 著　[光文社]

F 捜査線上の夕映え　(火村シリーズ) 有栖川 有栖 著　[文藝春秋]

F 威風堂々 上・下　幕末佐賀風雲録 伊東 潤 著　[中央公論新社]

F 灰色の評決 犬塚 理人 著　[二見書房]

F ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 著　[新潮社]

F 11の秘密　ラスト・メッセージ　(小説集) 大崎 梢 他著　[ポプラ社]

F 愚かな薔薇 恩田 陸 著　[徳間書店]

F もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 著　[中央公論新社]

F 本好きの下剋上 第５部[７]　女神の化身 ７ 香月 美夜 著　[TOブックス]

F ミーツ・ザ・ワールド 金原 ひとみ 著　[集英社]

F 心霊探偵八雲 INITIAL FILE 魂の素数 神永 学 著　[講談社]

F 下北沢であの日の君と待ち合わせ 神田 茜 著　[光文社]

F 警官の道　(小説集) 呉 勝浩 他著　[KADOKAWA]

F 女性失格 小手鞠 るい 著　[文藝春秋]

F 真田の兵ども 佐々木 功 著　[角川春樹事務所]

F 偽装同盟 佐々木 譲 著　[集英社]

F 答えは風のなか 重松 清 著　[朝日出版社]

F おとぎカンパニー モンスター編 田丸 雅智 著　[光文社]

今を生きるあなたへ　　　　　　　瀬戸内 寂聴 著・瀬尾 まなほ 聞き手　[SBクリエイティブ]

トロナお別れ事務所　　　　　　　　　　ソン ヒョンジュ 著　[ハーパーコリンズ・ジャパン]

アウシュヴィッツの小さな姉妹　　タチアナ・ブッチ/アンドラ・ブッチ 著　[アストラハウス]

劇場版 呪術廻戦０ノベライズ　　　　　　　芥見 下々 原作・北國 ばらっど 小説　[集英社]

【 ２０２２年２月 の休館日 】
７(月)・１１(金)・１４(月)・２１(月)・２３(水)・２７(日)・２８(月)
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【Ｆ 小説】：続き

F 真夜中のマリオネット 知念 実希人 著　[集英社]

F 教育 遠野 遙 著　[河出書房新社]

F おわかれはモーツァルト 中山 七里 著　[宝島社]

F 全裸刑事(デカ)チャーリー 七尾 与史 著　[宝島社]

F 特許やぶりの女王　弁理士・大鳳未来 南原 詠 著　[宝島社]

F 世界の美しさを思い知れ 額賀 澪 著　[双葉社]

F 皆のあらばしり 乗代 雄介 著　[新潮社]

F 四十過ぎたら出世が仕事 本城 雅人 著　[祥伝社]

F 男の愛　たびだちの詩 町田 康 著　[左右社]

F 一九六一東京ハウス 真梨 幸子 著　[新潮社]

F にべ屋往来記 村木 嵐 著　[文藝春秋]

F きりきり舞いのさようなら 諸田 玲子 著　[光文社]

F マザー・マーダー 矢樹 純 著　[光文社]

F ミス・パーフェクトが行く！ 横関 大 著　[幻冬舎]

F ミス・サンシャイン 吉田 修一 著　[文藝春秋]

F ミトンとふびん 吉本 ばなな 著　[新潮社]

F 生を祝う 李 琴峰 著　[朝日新聞出版]

＜文庫・新書版＞

FB 怪談物件マヨイガ 蒼月 海里 著　[PHP研究所]

FB 熊本城の罠　城下町奉行日記 井川 香四郎 著　[小学館]

FB 熊本・文楽の里　城下町事件記者 井川 香四郎 著　[小学館]

FB 涙雨の季節に蒐集家は、２　夏に遺した手紙 太田 紫織 著　[KADOKAWA]

FB 相剋　警察小説傑作選　(小説集) 大沢 在昌 他著　[PHP研究所]

FB 南町奉行と深泥沼　(耳袋秘帖) 風野 真知雄 著　[文藝春秋]

FB 青の呪い　(心霊探偵八雲) 神永 学 著　[講談社]

FB

FB 隠し絵　(風烈廻り与力・青柳剣一郎 56) 小杉 健治 著　[祥伝社]

相棒 season19下　　　　　　　　輿水 泰弘 ほか脚本・碇 卯人 ノベライズ　[朝日新聞出版]

おわかれはモーツァルト ミス・サンシャイン 熊本・文楽の里
城下町事件記者

熊本城の罠
城下町奉行日記
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【Ｆ 小説】：続き

FB 向島・箱屋の新吉 新章２　忍び寄る危機 小杉 健治 著　[KADOKAWA]

FB 異変ありや　（空也十番勝負 ６） 佐伯 泰英 著　[文藝春秋]

FB 師匠 坂岡 真 著　[光文社]

FB 古道具おもかげ屋 田牧 大和 著　[ポプラ社]

FB

FB ボーダーズ 堂場 瞬一 著　[集英社]

FB 約束 葉室 麟 著　[文藝春秋]

FB 丘の上の賢人　旅屋おかえり 原田 マハ 著　[集英社]

FB 岡っ引黒駒吉蔵 藤原 緋沙子 著　[文藝春秋]

FB 彼女が最後に見たものは まさき としか 著　[小学館]

FB コンビニ兄弟 ２　テンダネス門司港こがね村店 町田 そのこ 著　[新潮社]

FB écriture新人作家・杉浦李奈の推論 ２ 松岡 圭祐 著　[KADOKAWA]

FB <完本>初ものがたり 宮部 みゆき 著　[PHP研究所]

FB ゆうれい居酒屋 山口 恵以子 著　[文藝春秋]

FB ★ 迷犬マジック 山本 甲士 著　[双葉社]

FS 長野電鉄殺人事件 西村 京太郎 著　[徳間書店]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

K914.6 夢 ＢＬＯＧ　BEST SELECT パンプキンタケダ 著 [パンプキンタケダ]

KFB 私が月灯りに照らされるころ 長田 太朗 著　[文芸社]

H494 教えて、北海道のがん　どさんこドクターに聞く 高橋 將人 著　[亜璃西社]

H783 ファイターズオフィシャルグラフィックス 2021 北海道新聞社 編　[北海道新聞社]

H291 ＨＯ（ほ）2022年2月号　札幌ひとり時間 [ぶらんとマガジン社]

H291 ＨＯ（ほ）2022年3月号　発酵ワンダーランド [ぶらんとマガジン社]

HJ3 伝え守る　アイヌ三世代の物語 宇井 眞紀子 写真・文　[少年写真新聞社]

【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：歴史・地理＞

J2 北条義時　(コミック版日本の歴史 80) 加来 耕三 企画・構成・監修　[ポプラ社]

J2 北条政子　鎌倉時代の礎を築いた尼将軍 山本 みなみ 監修　[小学館]

J2 北里柴三郎 近代日本医学の父・感染症対策の先駆者 森 孝之 監修　[小学館]

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１月１日～１月３１日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

本の名前の前にある記号は、本の種類です。

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

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
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜児童書：動物・自然＞

J4 キリン解剖記 ジュニア版 郡司 芽久 著　[ナツメ社]

J4 ジュニア空想科学読本 18 柳田 理科雄 著　[汐文社]

J4 感染症と人類の歴史 ３　公衆衛生 おおつか のりこ 文　[文研出版]

J4 地学博士も驚いた！ヤバい「地球図鑑」 渡邉 克晃 著　[青春出版社]

J4 まるで魔法のような本当の話 TERUKO 著　[くもん出版]

＜児童書：環境・手芸・料理＞

J5 野菜はすごい！ 柴田書店 編　[柴田書店]

＜児童書：仕事・飼育＞

J6 日本郵政のひみつ　郵便のはじめて 工藤 ケン 漫画　[学研プラス]

＜児童書：読み物・詩＞

J9 謎解きミステリー　(絶対名作！十代のためのベスト・ショート・ミステリー)

有栖川 有栖 他著　[汐文社]

J9 ぼくんちのねこのはなし いとう みく 作　[くもん出版]

J9 サクラの川とミライの道　(おはなしSDGs) 稲葉 なおと 作　[講談社]

J9 リトル☆バレリーナ ４ 工藤 純子 作　[学研プラス]

J9 君の話をきかせてアーメル ニキ・コーンウェル 作　[文研出版]

J9 にじいろフェアリーしずくちゃん ５ 友永 コリエ 作　[岩崎書店]

J9 かえるのエルのお母さんになりたい！ 乗松 葉子 さく　[ポプラ社]

J9 落窪物語　かわいそうな姫君と勇敢な侍女の友情と冒険　花形 みつる 編訳・絵　[偕成社]

J9 火狩りの王 外伝　野ノ日々 日向 理恵子 作　[ほるぷ出版]

J9 秘密に満ちた魔石館 ３ 廣嶋 玲子 作　[PHP研究所]

J9 ホール・ニュー・ワールド 上・下 リズ・ブラスウェル 著　[学研プラス]

J9 パート・オブ・ユア・ワールド 上・下 リズ・ブラスウェル 著　[学研プラス]

J9 ふしぎな声が町じゅうで　(ものだま探偵団 ５) ほしお さなえ 作　[徳間書店]

J9 プーさんの戦争　世界一有名なクマのお話 リンジー・マティック 文　[評論社]

J9 この指とどけ　(おはなしSDGs) 村上 しいこ 作　[講談社]

J9 ５分後に意外な結末ex　琥珀にとじこめられた未来 桃戸 ハル 編著　[学研プラス]

J9S 世界一クラブ 13 無人島でサバイバル・キャンプ！？ 大空 なつき 作　[KADOKAWA]

＜ヤングアダルト：こころ・占い＞

YAJ1 10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考

山崎 聡一郎 著　[朝日新聞出版]

＜ヤングアダルト：社会＞

YAJ3 日本語教師になるには 益田 美樹 著　[ぺりかん社]

YAJ3 社会保険労務士になるには 池田 直子 著　[ぺりかん社]

＜ヤングアダルト：動物・自然＞

YAJ4 よみがえれ、マンモス！ 令丈 ヒロ子 文　[講談社]
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 馬と明日へ 杉本 りえ 作　[ポプラ社]

【Ｅ えほん】

E おめんです ３ いしかわ こうじ 作・絵　[偕成社]

E ねこまたごよみ 石黒 亜矢子 作・絵　[ポプラ社]

E かさじぞう　日本むかしばなし いもと ようこ 文・絵　[金の星社]

E ママのうちとパパのうち メラニー・ウォルシュ さく　[光文社]

E ながみちくんがわからない 数井 美治 作・奥野 哉子 絵　[BL出版]

E

E 眼鏡会議 菊野 葉子 さく・え　[文芸社]

E

E おもちちゃん きたがわ めぐみ 作　[アリス館]

E 映画すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ 小宮山 みのり 構成・文　[講談社]

E る さいとう しのぶ 作・絵　[PHP研究所]

E パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田 ケイコ 作　[KADOKAWA]

E せんろはつづくにほんいっしゅう 鈴木 まもる 文・絵　[金の星社]

E だれかさんのかたっぽてぶくろ すずき みほ 作　[ほるぷ出版]

E ランディーときいろのトラック そら 作・絵　[学研プラス]

E まっくろ 高崎 卓馬・黒井 健 作　[講談社]

E あ・さ・ご・は・ん！ 武田 美穂 作　[ほるぷ出版]

E ほうれんそうカレーききいっぱつ！ 田中 六大 作　[佼成出版社]

E マロングラッセ だるま森 作　[BL出版]

E だつブロくん　ぼくはブロッコリーをやめることにした。

たんざき まゆこ さく・え　[ブイツーソリューション]

E ★ ブルーノ Fukase 作　[福音館書店]

E ピカチュウとはじめてのともだち まつお りかこ 作　[小学館]

E アブナイかえりみち 山本 孝 作　[ほるぷ出版]

E アブナイこうえん 山本 孝 作　[ほるぷ出版]

E おばあさんとトラ ヤン・ユッテ 作・絵　[徳間書店]

【ＰＳ かみしばい】

PS かまた先生のはだかのおうさま

PS

鎌田  實 脚本・松成 真理子 絵　[童心社]

コンコンきつねのおにはそと　　　　　　　よこみち けいこ 脚本・石川 えりこ 絵　[童心社]

オカピぼうやのちいさなぼうけん　　岸本 真理子 作・長谷川 義史 絵　[ひさかたチャイルド]

にほんのにんきもの　　　　　　　　　　かとー ゆーこ え・みやもと がらく ぶん　[白泉社]

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。
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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

月 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2月号】　2022年1月31日発行

〒093-0502　佐呂間町字永代町１６６番地の２

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
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