
【０ 総記】

019 ブックスタートの20年 ブックスタート 編　[ブックスタート]

【１ 人生訓・哲学】

112 絶望から希望へ　悩める若者と哲学者の”幸福”をめぐる対話　岸見 一郎 著　[大和書房]

159 40代にとって大切な17のこと 本田 健 著　[きずな出版]

【２ 地理・歴史・伝記】

日本国紀 新版 上・下 百田 尚樹 著　[幻冬舎]

289.1 津田梅子　科学への道、大学の夢 古川 安 著　[東京大学出版会]

【３ 社会・資格・教育】

304 それでも生きていく　不安社会を読み解く知のことば　姜 尚中 著　[集英社]

317 誉田哲也が訊く！　警察監修プロフェッショナルの横顔　誉田 哲也 著　[光文社]

319 一気にわかる！池上彰の世界情勢 2022 池上 彰 著　[毎日新聞出版]

320 妻六法 森 公任・森元 みのり 著　[扶桑社]

324 大人になるってどういうこと？ 神内 聡 著　[くもん出版]

336 10分仕事術　すきま時間を味方につける 滝岡 幸子 著　[同文舘出版]

338S なぜ信用金庫は生き残るのか 鳥羽田 継之 著　[祥伝社]

392S 防衛事務次官冷や汗日記　失敗だらけの役人人生 黒江 哲郎 著　[朝日新聞出版]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２２年２月１日～２月２８日分）

210.1B★

40代にとって大切な
17のこと

それでも生きていく

自衛隊を辞め、いまは自転車メッセン
ジャーの仕事に就いているサクマ。鬱屈と
した毎日の中で、感情を爆発させてしまう。
第166回芥川賞受賞作。
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【４ 自然・理数・健康】

491 生命知能と人工知能　AI時代の脳の使い方・育て方 高橋 宏知 著　[講談社]

491 はたらく内臓 坂井 建雄 監修　[中央公論新社]

494 がんの？に答える本　がん相談ホットラインに寄せられた100の質問と回答

日本対がん協会 監修　[学研プラス]

498

498 ルポ自助2020－　頼りにならないこの国で 石井 光太 著　[筑摩書房]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

521 キテレツ城あるき 長谷川 ヨシテル 著　[柏書房]

591 ★ 定年前後のお金と手続き 令和３年版 横山 光昭 監修　[扶桑社]

591S 長生き地獄　資産尽き、狂ったマネープランへの処方箋　森永 卓郎 著　[KADOKAWA]

595 肌トラブル大全　すっぴん肌が好きになる 小林 智子 著　[WAVE出版]

596 はじめてのスープ弁当 市瀬 悦子 著　[家の光協会]

596 もっと！魔法のてぬきごはん てぬキッチン 著　[ワニブックス]

599 いつか家族でやりたい99の楽しいことリスト むぴー 著　[CCCメディアハウス]

599 かんたん！はじめてのフリージング離乳食　１週間まとめて使い切り！

フード・アイ 監修　[学研プラス]

【６ 産業】

626 知識ゼロからの有機・無農薬の家庭菜園 本多 勝治 著　[家の光協会]

645 必死すぎるネコ 一心不乱篇 沖 昌之 著　[辰巳出版]

689 ディズニーキャストざわざわ日記　”夢の国”にもxxxxご指示のとおり掃除します

笠原 一郎 著　[三五館シンシャ]

塩分早わかり　いつも食べる量の塩分がひと目でわかる　牧野 直子 監修　[女子栄養大学出版部]

がんの？に答える本 もっと！魔法の
てぬきごはん

ディズニーキャスト
ざわざわ日記

知識ゼロからの有機・
無農薬の家庭菜園

【 ２０２２年３月 の休館日 】
７(月)・１４(月)・２１(月)・２２(火)・２８(月)・３１(木)
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【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

724 すぐに描きたいはがき絵180 小池 良子 著　[日貿出版社]

726 気づいたら独身のプロでした カマタ ミワ 著　[KADOKAWA]

726 ダーリンは76歳　後妻星編 西原 理恵子 著　[小学館]

782

792 心と体に効くお香のある生活 椎名 まさえ 監修　[日東書院本社]

【８ ことば・話し方】

809 新しいあいさつ・スピーチ文例集 すぴーち工房 著　[法研]

【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

910.2★ 犬神家の戸籍　「血」と「家」の近代日本 遠藤 正敬 著　[青土社]

910.2 #寂聴さん　秘書がつぶやく２人のヒミツ 瀬尾 まなほ 著　[東京新聞]

910.2 寂聴さんに教わったこと 瀬尾 まなほ 著　[講談社]

911.4 シルバー川柳　ああ夫婦編

914.6 とどのつまり人は食う 佐野 洋子 著　[河出書房新社]

914.6 ９割は無駄。 志茂田 景樹 著　[あさ出版]

914.6 その日まで 瀬戸内 寂聴 著　[講談社]

914.6 作家と珈琲　(エッセイ集) 平凡社編集部 編　[平凡社]

953 異常（アノマリー） エルヴェ・ル・テリエ 著　[早川書房]

【Ｆ 小説】

F ボタニカ 朝井 まかて 著　[祥伝社]

F 母の待つ里 浅田 次郎 著　[新潮社]

F 奔流の海 伊岡 瞬 著　[文藝春秋]

F 竜血の山 岩井 圭也 著　[中央公論新社]

F 我が友、スミス 石田 夏穂 著　[集英社]

F 五つの季節に探偵は 逸木 裕 著　[KADOKAWA]

40代からの心と体を整えるゆるランニング！ マルサイ 著　[エムディエヌコーポレーション]

みやぎシルバーネット 編　[河出書房新社]

気づいたら独身の
プロでした

異常（アノマリー） 五つの季節に探偵は母の待つ里
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【Ｆ 小説】：続き

F 月の光の届く距離 宇佐美 まこと 著　[光文社]

F ★ 残月記 小田 雅久仁 著　[双葉社]

F Schoolgirl 九段 理江 著　[文藝春秋]

F 朱より赤く　高岡智照尼の生涯 窪 美澄 著　[小学館]

F 探花　(隠蔽捜査 ９) 今野 敏 著　[新潮社]

F 六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條 奈加 著　[PHP研究所]

F 少女を埋める 桜庭 一樹 著　[文藝春秋]

F 山狩 笹本 稜平 著　[光文社]

F ★ 誰かがこの町で 佐野 広実 著　[講談社]

F オン・ザ・プラネット 島口 大樹 著　[講談社]

F 落花流水 鈴木 るりか 著　[小学館]

F ブラックボックス　<芥川賞受賞作> 砂川 文次 著　[講談社]

F 黛家の兄弟 砂原 浩太朗 著　[講談社]

F おんなの女房 蟬谷 めぐ実 著　[KADOKAWA]

F 鑑定人 氏家京太郎 中山 七里 著　[双葉社]

F ミシンと金魚 永井 みみ 著　[集英社]

F 無邪気な神々の無慈悲なたわむれ 七尾 与史 著　[二見書房]

F サンセット・サンライズ 楡 周平 著　[講談社]

F 怪物 東山 彰良 著　[新潮社]

F アクトレス 誉田 哲也 著　[光文社]

F 手から手へ～三浦綾子記念文化財団復刊シリーズ 三浦 綾子 著　[三浦綾子記念文化財団]

　１ 果て遠き丘 上・下 ５ 残像 上・下

　２ 青い棘 ６ 石の森

　３ 嵐吹く時も 上・下 ７ 雨はあした晴れるだろう

　４ 帰りこぬ風 ８ 広き迷路

F かくして彼女は宴で語る　明治耽美派推理帖 宮内 悠介 著　[幻冬舎]

F クラスター　五輪の夏の墓場 村澤 武彦 著　[一粒書房]

F 桜風堂夢ものがたり 村山 早紀 著　[PHP研究所]

F おネコさま御一行　(れんげ荘物語 ６) 群 ようこ 著　[角川春樹事務所]

＜文庫・新書版＞

FB 八丁堀強妻物語 岡本 さとる 著　[小学館]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

K344 佐呂間町一般会計・特別会計予算説明書 令和４年度　佐呂間町 編　[佐呂間町]

H211 続寿都歴史写真集　昭和二十一年～ 山本 竜也 編著　[書肆山住]

H291 ＨＯ（ほ）2022年4月号 やっぱりＢ級グルメが好き [ぶらんとマガジン社]

H366

H910.2 小説を旅する　北海道 合田 一道 著　[柏艪舎]

お隣は外国人　　　　　　　　　　　　　　「お隣は外国人」編集委員会 編　[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 しつもん！ドラえもん 教えて！日本社会編 藤子・F・不二雄 原作　[小学館]

＜児童書：歴史・地理＞

J2 シベリア抑留記「黒パンと交換した腕時計」 建部 奈津子 著　[柏艪舎]

J2 女王さまのワードローブ　イギリス国民に愛されつづける女王エリザベスの物語

ジュリア・ゴールディング 文 [BL出版]

J2 歴史人物バトル　アメリカ編　坂本龍馬 vs. エジソン

チーム・ガリレオ ストーリー　[朝日新聞出版]

＜児童書：社会＞

J3 中学校ってどんなとこ？ 升野 伸子 監修　[世界文化ブックス]

J3 ニッポンの総理大臣

J3

＜児童書：環境・手芸・料理＞

J5 まわりと差がつく！“映え”スイーツレシピ 宮本 葵 監修・レシピ制作　[学研プラス]

＜児童書：遊び・スポーツ＞

J7 かってに頭がよくなる毎日なぞなぞ 陰山 英男 監修　[西東社]

＜児童書：読み物・詩＞

J9 わたしらしくＣジャンプ！ 赤羽 じゅんこ 作　[講談社]

J9 お花のドレスのＢプラン　(なんでも魔女商会 28) あんびる やすこ 著　[岩崎書店]

ニッポンの総理大臣編集部 編 [学研プラス]

年金のひみつ　　　　　　　　　　　　　　　マンガデザイナーズラボ まんが　[学研プラス]

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２月１日～２月２８日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

歴史人物バトル
アメリカ編

中学校って
どんなとこ？

お花のドレスの
Ｂプラン

かってに頭がよくなる
毎日なぞなぞ
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

J9 むかしむかし １ 内田 麟太郎 文　[文溪堂]

J9 おいしいごはんとあまいコーヒー 片川 優子 作　[講談社]

J9 ケケと半分魔女　魔女の宅急便特別編その３ 角野 栄子 作　[福音館書店]

J9 おてがみほしいぞ こうまる みづほ 作　[あかね書房]

J9 たんじょうびはジェットコースター こすぎ さなえ 作　[PHP研究所]

J9 ねこの町の小学校　わくわくキャンプファイヤー 小手鞠 るい 作　[講談社]

J9 探検！いっちょかみスクール　怪盗の後継者編 宗田 理 作　[静山社]

J9 あしたへの翼　おばあちゃんを介護したわたしの春 中島 信子 著　[汐文社]

J9 えっ、ウソみたい？ 日本児童文学者協会 編　[偕成社]

J9 火星のライオン

J9 かがやき子ども病院トレジャーハンター まはら 三桃 著　[講談社]

J9 ようかい村のようかいばあちゃん 最上 一平 作　[新日本出版社]

J9 走れトラック、ねがいをのせて！ 森埜 こみち 作　[講談社]

J9 異界のミステリー 山白 朝子 他著　[汐文社]

J9 彼の名はウォルター エミリー・ロッダ 著　[あすなろ書房]

＜ヤングアダルト：こころ・占い＞

YAJ1 生きのびるための「失敗」入門 雨宮 処凛 著　[河出書房新社]

＜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 １ 和合 亮一 編・エッセイ　[ゆまに書房]

YAJ9 君色パレット　多様性をみつめるショートストーリー 戸森 しるこ 他著　[岩崎書店]

YAJ9 この空のずっとずっと向こう 鳴海 風 作　[ポプラ社]

YAJ9 保健室経由、かねやま本館。４ 松素 めぐり 著　[講談社]

【Ｅ えほん】

E

E ヤマネコとアザラシちょうさだん 五十嵐 美和子 作・絵　[PHP研究所]

E シェルパのポルパ 火星の山にのぼる 石川 直樹 文　[岩波書店]

E はなになりました 内田 麟太郎 文　[童心社]

E

E

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 しーっ！みみをすまして ニコラ・キニア さく　[化学同人]

E ゆうきをだしてよ、ローガン！ ニコラ・キニア さく　[化学同人]

E スリー　３ぼんあしのしあわせなイヌのおはなし

スティーヴン・マイケル・キング ぶんえ　[イマジネイション・プラス]

E 眠れる森の美女 オーロラひめのけっこんしき 講談社 編　[講談社]

E シンデレラ シンデレラのけっこんしき 講談社 編　[講談社]

E あなのなかから… さいとう しのぶ 作　[あすなろ書房]

ジェニファー・Ｌ・ホルム 作 [ほるぷ出版]

なぞなぞはじまるよ ３　　　　　　　　　おおなり 修司 なぞなぞ文・高畠 純 絵　[絵本館]

あけてあけて　　　　　　　　　　　　　　　accototo えとぶん　[みらいパブリッシング]

はっけよい！おせちばしょ　　　　　　　　　　奥原 弘美 文・柴田 ケイコ 絵　[くもん出版]
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【Ｅ えほん】：つづき

E かいじゅうたくはいびん 澤野 秋文 作　[講談社]

E ５たろうとおにがしま さわだ ひさな 作　[神宮館]

E 絵本はたらく細胞 ３　はじめての敵！新型コロナウイルス

清水 茜 原作・牧村 久実 作　[講談社]

E

E ねこいる！ たなか ひかる 作　[ポプラ社]

E マロングラッセ だるま森 作　[BL出版]

E ６ぴきのカエルとひえひえのよる つるた あき 作　[KADOKAWA]

E やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの？ なかや みわ さく　[白泉社]

E

E クロべぇ ふくだ いわお 作　[光村教育図書]

E ねこのオーランドー毛糸のズボン キャスリーン・ヘイル さく　[好学社]

E ここがわたしのねるところ レベッカ・ボンド 文　[福音館書店]

E

E どうしてパパとけっこんしたの？　どうぶつたちそれぞれのこたえ

桃戸 栗子 作　[福音館書店]

E 北風の郵便屋さん 吉岡 勝 作・石黒 しろう 絵　[文芸社]

【ＰＳ かみしばい】

PS ぼたもちとこぞうさん

PS

こが ようこ 脚本・久住 卓也 絵　[童心社]

ずーっとともだち　　　　　　　　　　　　　かわしま えつこ 脚本・福田 岩緒 絵　[童心社]

スーツケース　　　　　　　　　　　　　　クリス・ネイラー・バレステロス 作　[化学同人]

そだててみたら…　　　　　　　　　　　　　スギヤマ カナヨ 作・絵　[赤ちゃんとママ社]

ひなまつりセブン　　もとした いづみ 作・ふくだ いわお 絵　[世界文化ワンダークリエイト]

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。

絵本はたらく細胞 ３ クロべぇ 北風の郵便屋さん
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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 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3月号】　2022年2月28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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