
002 学問からの手紙 宮野 公樹∥著 小学館

007 弁護士YouTuberアボゲに聞く「これって犯罪ですか？」 久保田 康介∥著 KADOKAWA

019 ★ 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤 孝∥著 SBアリ゛テゖブ

049 笑う税金 本郷 尚∥著 ゲアトウンエルテゖンィ

071 北海道新聞２０１９年２月号Ｎｏ．623 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

143 まいにちが、あっけらかん。 なとみ みわ∥マンゟ つちや書店

152 なぜか9割の女性が知らない婚活のゝ゠テ 植草 美幸∥著 青春出版社

159 ★ 死ぬこと以外かすり傷 箕輪 厚介∥著 マゟカンバガ

170 ★ 神道が世界を救う マンリゝ・ゞデロ∥対談 勉誠出版

210.0 テーマ別で読むと驚くほどよくわかる日本史 河合 敦∥著 PHP゛デゖゲーキ・ィループ

280 こんな家に住んできた 稲泉 連∥著 文藝春秋

288 天皇陛下のプロポーキ 織田 和雄∥著 小学館

291 ★ るるぶ山陽山陰ベガト　’２０ JTBパブリッオンィ

291 るるぶ大阪ベガト　’２０ JTBパブリッオンィ

291 るるぶ京都　’２０ JTBパブリッオンィ

291 るるぶ愛知　’２０ JTBパブリッオンィ

291 るるぶ沖縄　’２０ JTBパブリッオンィ

291 るるぶ九州　’２０ JTBパブリッオンィ

（2019年3月1日～3月31日分）

読みたい本が見つかったら、気軽にリクエストしてください。
リクエストは口頭でも、お電話でも、メモでもよろしいです。

貸出中の場合は予約をいれておきます。
佐呂間町立図書館（ＴＥＬ２－２２１５）

【総記】　★のついているものは、リア゛ガトのあった本です。

【人生訓・哲学】

【地理・歴史・伝記】

2019.4 
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291 るるぶ東京　’２０ JTBパブリッオンィ

291 偉人たちの温泉通信簿 上永 哲矢∥著 秀和オガテム

291 福島のことなんて、誰もしらねぇじゃねえかよ！ ゞンニンィ竹山∥著 ベガトギラーキ

297 極夜行前 角幡 唯介∥著 文藝春秋

302 なぜ韓国人は借りたお金を返さないのか オンオゕリー∥著 扶桑社

302S 人を楽にしてくれる国・日本 オンオゕリー∥著 扶桑社

312 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上 彰∥著 海竜社

316 大学による盗骨 松島 泰勝∥編著 耕文社

323 君たちの日本国憲法 池上 彰∥著 ホーム社

323 マンゟ僕たちの日本国憲法 池上 彰∥監修 ホーム社

330 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上 彰∥著 海竜社

332 経済の流行語・論点でたどる平成史 浜野 崇好∥著 草思社

335 会社のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上 彰∥著 海竜社

338 最後の頭取　北海道拓殖銀行破綻２０年後の真実 河谷 禎昌∥著 コヤモンド社

338 ゠ャッオュレガ経済圏のビカネガモデル 安岡 孝司∥著 日経BP社

338 ★ ガピード出世銘柄を見逃さずに゠ャッゴする新高値ブレアの成長株投資法 ふりーパパ∥著 パンローリンィ

361 実践！PEPTALK（ペップトーア） 浦上 大輔∥著 フ゜レガト出版

361 ゕラフ゜ー・アラオガ NHK「アローキゕップ現代+」取材班∥著 新潮社

【社会・資格・教育】

【地理・歴史・伝記】

まいにちが、あっけらかん。 るるぶ愛知 ’２０ 極夜行前 

経済の流行語・論点でたどる平成史 会社のことよくわからないまま 

社会人になった人へ 

キャッシュレス経済圏の 

ビジネスモデル 
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367 まんがでわかる老人 吉田 勝明∥監修 ゞンクン

367 さよなら！ハラガメント 小島 慶子∥編著 晶文社

367 パパになった旦那よ、ママの本音を聞け！ 野々村 友紀子∥著 赤ちゃんとママ社

367S 子どもなくても老後安心読本 岡 信太郎∥著 朝日新聞出版

369 生きづらいでしたか? 細川 貂々∥著 平凡社

375 教師のための「ペップトーア」入門 三森 啓文∥著 明治図書出版

376 勉強大全 伊沢 拓司∥著 KADOKAWA

376 父と息子VS.母のお受験バトル カャゟー 横田∥著 祥伝社

379 1億稼ぐ子どもの育て方 午堂 登紀雄∥著 主婦の友社

379 子どもに教えるときにほんとうに大切なこと 田中 博史∥著 ゠ノブッアガ

385 世界のすごいお葬式 イトリン・ドーテゖ∥著 新潮社

493 「肺炎」に殺されない！36の習慣 生島 壮一郎∥著 すばる舎

493 弱った心臓を守る安心ごはん 佐藤 直樹∥病態監修 女子栄養大学出版部

493 脳を傷つけない子育て 友田 明美∥著 河出書房新社

493 痛風・高尿酸血症の安心ごはん 菅野 義彦∥病態監修 女子栄養大学出版部

495 「おっぱいが痛い」ときに読む本 志賀 千鶴子∥著 幻冬舎メデゖゕウンエルテゖンィ

496 鼻は1分でよくなる！ 今野 清志∥著 自由国民社

496 つらい「めまい」は自分で治せる！ 小川 郁∥監修 学研プラガ

498 職場ではぐくむレカリ゛ンガ 松井 知子∥編 金剛出版

498 ★ 足腰が20歳若返る足指のばし 今井 一彰∥著 かんき出版

498 百歳を生きる処方箋 石川 恭三∥著 河出書房新社

498 医者が考案した！自律神経も人生も整う片づけの法則 小林 弘幸∥著 宝島社

498 野菜のとり方早わかり 川端 輝江∥監修解説 女子栄養大学出版部

498 医師が教える「1日3分音読」で若くなる！ 大谷 義夫∥著 さくら舎

499 その薬があなたを殺す！ 小谷 寿美子∥著 SBアリ゛テゖブ

【社会・資格・教育】

【自然・理数・健康】

脳を傷つけない子育て 「おっぱいが痛い」ときに読む本 野菜のとり方早わかり 
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594 和布で作るリュッアとポオ゚ット ブテゖッア社

596 フラパンひとつで何つくる？ 井原 裕子∥著 成美堂出版

596 ガィでき！太らない！夜遅おかず 枻出版社

596 ムラヨオマエユ゠のカャムの本 ムラヨオ マエユ゠∥著 主婦と生活社

596 ゞップデリ 信太 康代∥著 誠文堂新光社

597 今あるもので「あか抜けた」部屋になる。 荒井 詩万∥著 エンアゴュゕリ出版

599 つくりおき幼児食 新谷 友里江∥著 西東社

627 もらってうれしい゠ャラフラワー 山本 恵∥著 講談社

645 うちの猫がまた変なことしてる。　４ 卵山 玉子∥著 KADOKAWA

673 マンゟ営業力100本ノッア 北澤 孝太郎∥著 日本経済新聞出版社

674 ずっと読みたい0才から100才の広告ウピー WRITESPUBLISHING∥編 ラツ社

687 ANA857便を奪還せよ 相原 秀起∥著 柏艪舎

689 ★ レェランド・カャパン・リケート攻略ゟドブッア KADOKAWA

699 仕事論 藤村 忠寿・嬉野 雅道∥著 総合法令出版

699 テレビが映し出した平成という時代 川本 裕司∥[著] デゖガゞヴゔー・ト゛ンテゖワン

699 又吉直樹のベレーゞ！ 「又吉直樹のベレーゞ！」番組制作班∥著 扶桑社

702 ゆるゞワ日本美術史 矢島 新∥[著] 祥伝社

726 しずくちゃん　３２ ぎぼ りつこ∥作絵 岩崎書店

726B ホーホイ゠ョとなりの山田くん いしい ひさいち∥原作 文藝春秋

726B 千と千尋の神隠し 宮崎 駿∥原作脚本監督 文藝春秋

754 模様を楽しむユニット折り紙 さいとう かつみ∥著 日貿出版社

781 JAL健康管理部本気の！ラカゝ体操講座 日本航空株式会社∥協力 KADOKAWA

782 ゙ルトラマラグン必勝バブル 砂田 貴裕∥監修 メツ出版

783 ★ ガピンレート革命　回転数を上げればピッゴンィが変わる 林 卓史∥著 ベーガボール・マゟカン社

784 三浦雄一郎　挑戦は人間だけに許されたもの 三浦 雄一郎∥著 平凡社

788 愚直　平成最後の日本人横綱稀勢の里の魅力とはなんだったのか 荒井 太郎∥著 産業能率大学出版部

【手芸・料理・家事・技術】

【芸能・工芸・ガポーツ・まんが】

【産業】

フライパンひとつで何つくる？ 和布で作るリュックとポシェット ANA857便を奪還せよ 
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801 同時通訳者のここだけの話 関根 マア∥著 ゕルア

809 仕事の質が劇的に上がる88の質問 新岡 優子∥著 日経BP社

910.2 もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた 角田 光代∥著 河出書房新社

910.2 文豪お墓まいり記 山崎 ナゝウーラ∥著 文藝春秋

911.4 旅の日川柳 江畑 哲男∥編著 飯塚書店

914.6B 洋食小川 小川 糸∥[著] 幻冬舎

914.6B ラヴレゲーキ 川上 未映子∥ほか著 文藝春秋

914.6 人生後半、はじめまして 岸本 葉子∥著 中央公論新社

914.6 この先には、何がある？ 群 ようこ∥著 幻冬舎

914.6 皇室、小説、ふらふら鉄道のこと。 原 武史∥著 KADOKAWA

914.6 いつも歌があった 南 こうせつ∥著 ヤマハミューカッア゛ンゲテンメントホールデゖンィガ

915.6 大好きな町に用がある 角田 光代∥著 ガッゴ・パブリッオンィ

916 ナフみたいにとがってら　３ 月野 まる∥著 KADOKAWA

916 うちのでこぼこ兄妹 寺島 ヒロ∥著 飛鳥新社

916 絲的ウウロ゛ 絲山 秋子∥著 日本評論社

933 迷路の外には何がある？ ガペンエー・カョングン∥著 扶桑社

933 ここから世界が始まる トルーマン・ゞポーテゖ∥著 新潮社

933B 沼の王の娘 ゞレン・デゖゝンヌ∥著 ハーパーウリンキ・カャパン

F ゠ッド 相場 英雄∥著 幻冬舎

F 箱の中の天皇 赤坂 真理∥著 河出書房新社

F ゙ゴらは悪くないのです。 阿川 せんり∥著 新潮社

F 居酒屋ぼったくり　１１ 秋川 滝美∥[著] ゕルフゔポリガ

F くらやみゟールキトーア 朱野 帰子∥著 KADOKAWA

F 僕の母がルーキグッアガを 朝倉 宏景∥著 講談社

F 死にがいを求めて生きているの 朝井 リョ゙∥著 中央公論新社

F こうして誰もいなくなった 有栖川 有栖∥著 KADOKAWA

F おっさんたちの黄昏商店街 池永 陽∥著 潮出版社

F 不死鳥少年 石田 衣良∥著 毎日新聞出版

F 真実の航跡 伊東 潤∥著 集英社

F あちらにいる鬼 井上 荒野∥著 朝日新聞出版

F 魔眼の匣の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社

F ふたたび蟬の声 内村 光良∥著 小学館

F 住友を破壊した男伊庭貞剛伝 江上 剛∥著 PHP研究所

F 圓朝 奥山 景布子∥著 中央公論新社

【ことば・話し方】

【文学・詩・゛ッギ・外国文学】

【小説】

5



F 姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷 美雨∥著 双葉社

F お茶壺道中 梶 よう子∥著 KADOKAWA

F ゝーデゖオョンから逃げられない 桂 望実∥著 幻冬舎

F 本好きの下剋上　第４部[６] 香月 美夜∥著 TOブッアガ

F 家康に訊け 加藤 廣∥著 新潮社

F 浮雲心霊奇譚　５ 神永 学∥著 集英社

F 瞳のなかの幸福 小手鞠 るい∥著 文藝春秋

F こばなしけんたろう 小林 賢太郎∥著 幻冬舎

F みかんとひよどり 近藤史恵∥著 KADOKAWA

F ガア゛ゕ 今野 敏∥著 徳間書店

F 機捜２３５ 今野 敏∥著 光文社

F プラガゴッアの祈り 白石 一文∥著 朝日新聞出版

F 戦場のレビヤゲン 砂川 文次∥著 文藝春秋

F 麦本三歩の好きなもの 住野 よる∥著 幻冬舎

F 傑作はまだ 瀬尾 まいこ∥著 グニー・ミューカッア゛ンゲテンメント

F ほとほと 高樹 のぶ子∥著 毎日新聞出版

F うちのレオピ 瀧羽 麻子∥著 新潮社

F 介錯人 辻堂 魁∥著 光文社

F 傲慢と善良 辻村 深月∥著 朝日新聞出版

F ォ・゙゜ール 堂場 瞬一∥著 実業之日本社

F 新章 神様のゞルテ 夏川 草介∥著 小学館

F 混物語 西尾 維新∥著 講談社

F オゞナウが笑うなら 額賀 澪∥著 KADOKAWA

F ★ 私以外みんな不潔 能町 みね子∥著 幻冬舎

F かわたれどき 畠中 恵∥著 文藝春秋

F ある男 平野 啓一郎∥著 文藝春秋

F 梟の一族 福田 和代∥著 集英社

F 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記 藤子・F・不二雄∥原作 小学館

【小説】

ザ・ウォール 新章 神様のカルテ 私以外みんな不潔 
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F ぼくはきっとやさしい 町屋 良平∥著 河出書房新社

F 毒よりもなお 森 晶麿∥著 KADOKAWA

F 趣味で腹いっぱい 山崎 ナゝウーラ∥著 河出書房新社

F 夜の塩 山口 恵以子∥著 徳間書店

F 陰陽師　女蛇ノ巻 夢枕 獏∥著 文藝春秋

F ノーガラト 横山 秀夫∥著 新潮社

F 続　横道世之介 吉田 修一∥著 中央公論新社

FB ★ リハーエル 五十嵐 貴久∥[著] 幻冬舎

FB ★ 夫の墓には入りません 垣谷 美雨∥著 中央公論新社

FB 新約とある魔術の禁書目録(ンデッアガ)　２１・２２ 鎌池 和馬∥[著] KADOKAWA

FB 死香探偵　２ 喜多 喜久∥著 中央公論新社

FB 鼠草紙　新・酔いどれ小籐次１３ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

FB ニワトリは一度だけ飛べる 重松 清∥著 朝日新聞出版

FB あきない世傳金と銀　６ 高田 郁∥著 角川春樹事務所

FB 鯖猫長屋ふしぎ草紙　６ 田牧 大和∥著 PHP研究所

FB MASK　東京駅おもてうら交番・堀北恵平 内藤 了∥[著] KADOKAWA

FS えちごト゠めき鉄道殺人事件 西村 京太郎∥著 中央公論新社

FS 十津川警部坂本龍馬と十津川郷士中井庄五郎 西村 京太郎∥著 集英社

FS 十津川警部郷愁のミガテリー・レルロード 西村 京太郎∥[著] 徳間書店

H291 ガロ゙　２０１９年冬号第５８号　゠ャンドルに灯す思い グーェー印刷

H291 ＨＯ（ほ）２０１９年５月号　教えたくない店話したくなる店 ぶらんとマゟカン社

H291 るるぶ北海道　’２０ JTBパブリッオンィ

H291 北海道　’２０（まっぷる） 昭文社

H291 るるぶ函館　’２０ JTBパブリッオンィ

H291 函館　’２０（まっぷる） 昭文社

【小説】

【小説：文庫・新書】

【北海道資料・郷土資料】

鼠草紙 新・酔いどれ小籐次１３ えちごトキめき鉄道殺人事件 北海道 ’２０（まっぷる） 
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H782 北海道ランニンィ大会ゟド　２０１９ ランナーキエポート北海道∥編 北海道新聞社

H783 北海道ウンエドーレ札幌ゝフゖオャル・ゟドブッア　２０１９ 北海道新聞社∥編著 北海道新聞社

KJ9 俺のモオリ　ゝホーツア森の七つの物語 上伊澤 洋∥著 共同文化社

RJ0 朝日カュニゕ学習年鑑　２０１９ 朝日新聞出版

J0 脳の専門家が選んだ「賢い子」を育てる「どうして？」アキ100 瀧 靖之∥監修 宝島社

J1 こどもドラッゞーのことば 齋藤 孝∥監修 日本図書ギンゲー

J2 立花宗茂 加来 耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

J2 日本を変えた世界の歴史　中世～近代 藤子・F・不二雄∥゠ャラアゲー原作 小学館

J2 「できごと」と「くらし」から知る戦争の46か月 大石 学∥監修 学研プラガ

J2 歴史漫画ゲムワープオリーキ 朝日新聞出版

弥生時代へゲムワープ 幕末へゲムワープ

古墳時代へゲムワープ 明治時代へゲムワープ

飛鳥時代へゲムワープ 大正時代へゲムワープ

奈良時代へゲムワープ 戦後へゲムワープ

平安時代へゲムワープ 忍者世界へゲムワープ

鎌倉時代へゲムワープ 縄文世界へゲムワープ

室町時代へゲムワープ 大江戸文化へゲムワープ

戦国時代へゲムワープ 戦国合戦へゲムワープ

江戸時代へゲムワープ 大坂城へゲムワープ

江戸の町へゲムワープ

J3 かがやけ！虹の架け橋 漆原 智良∥著 ゕリガ館

J3 ガヌーパー君がいた40日 丹 由美子∥著 山と溪谷社

J3 僕たちはなぜ働くのか　上・下 池上 彰∥監修 学研プラガ

J4 ブラッアないきもの図鑑 今泉 忠明∥監修 朝日新聞出版

J4 みんなで にっこり！ あさごはん やなせガゲカゝ∥作画 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

J4 ガキメのくらし 平野 伸明∥文　写真 福音館書店

J4 アマゥラ 竹田津 実∥文|写真 ゕリガ館

J4 数字でわかる！からだのびっくり図鑑 藤本 幸弘∥監修 実務教育出版

【児童書】

【北海道資料・郷土資料】

俺のモシリ 弥生時代へタイムワープ 

（歴史漫画タイムワープシリーズ） 

ブラックないきもの図鑑 
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J4 くまくらべ イテゖ・ヴゖゟーキ∥作 東京書店

J4 5分間のエババル　１～５年生 韓 賢東∥マンゟ 朝日新聞出版

J5 ふりかけのひみつ 山口 育孝∥まんが 学研プラガ

J5 ゟムのひみつ【新版】 山口 育孝∥まんが 学研プラガ

J7 すみっウぐらしパキルブッア ゠ャラぱふぇ編集部∥編集 KADOKAWA

J7 ガポーツ年鑑　２０１９ ポプラ社

J7 映画ってどうやってつくるの？ フロランガ・デュゞトー∥文 西村書店

J7 カャンィルのエババル　１～１０ 洪 在徹∥文 朝日新聞出版

J8 慣用句゠ャラアゲー図鑑 深谷 圭助∥監修 日本図書ギンゲー

J9 いえのおばけずかん　ざしきわらし 斉藤 洋∥作 講談社

J9 ゝリンピッアのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社

J9 ゝリンピッアのおばけずかん　ビヨヨンぼう 斉藤 洋∥作 講談社

J9 こうえんのおばけずかん　おばけどんぐり 斉藤 洋∥作 講談社

J9 こうえんのおばけずかん　じんめんかぶとむし 斉藤 洋∥作 講談社

J9 うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠 るい∥さく 講談社

J9 5億年後に意外な結末 菅原 そうた∥原作 学研プラガ

J9 プーと大人になった僕 ゛リォベガ・ルドニッア∥作 偕成社

J9 はりねずみのルーゴゞ　７ かんの ゆうこ∥作 講談社

J9 図工室の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社

J9 十年屋　２ 廣嶋 玲子∥作 静山社

J9 こわ～い！？わる～い！？おばけ虫 むらい かよ∥著 ポプラ社

J9 言葉屋　６ 久米 絵美里∥作 朝日学生新聞社

J9 ルルとララのおまじないアッ゠ー あんびる やすこ∥作　絵 岩崎書店

J9 ようかいとりものちょう乙　９ 大崎 悌造∥作 岩崎書店

J9 悪ゟ゠７　７ 宗田 理∥著 静山社

J9 ねこの小児科医ローベルト 木地 雅映子∥作 偕成社

J9 モノ・カョーンキとからくり本屋 オルヴゖゕ・ビオョップ∥作 フレーベル館

J9S 恐怖のむかし遊び にかいどう 青∥作 講談社

【児童書】

すみっコぐらしパズルブック ルルとララのおまじないクッキー 悪ガキ７ ７ 
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YA J0 「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 竹内 薫∥著 PHP研究所

YA J0S その情報はどこから？ 猪谷 千香∥著 筑摩書房

YA J1 あなただけの人生をどう生きるか 渡辺 和子∥著 筑摩書房

YA J1 10代のための疲れた心がラアになる本 長沼 睦雄∥著 誠文堂新光社

YA J3 通訳者・通訳ゟドになるには 鑓田 浩章∥著 ぺりかん社

YA J9B 少年Nのいない世界　０５ 石川 宏千花∥著 講談社

YA J9 天使のにもつ いとう みく∥著 童心社

YA J9 風と行く者 上橋 菜穂子∥作 偕成社

YA J9 ぼくにだけ見えるカ゚オゞ ゕンドリュー・ノリガ∥作 徳間書店

YA J9 部長会議はじまります 吉野 万理子∥作 朝日学生新聞社

E おいせまいりわんころう あおき ひろえ∥文 ブロンキ新社

E ぼくくま accototo∥えとぶん みらいパブリッオンィ

E なんでもおんなじ？ ウリンヌ・ゕヴ゚リガ∥作 フレーベル館

E ハンバーゟーをつくろう！ 新井 洋行∥作 ほるぷ出版

E ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子∥作 講談社

E みつあみちゃんとハルノゝトキレ 井上 ことり∥さく・え ゴャルド本社

E できるかな？にっこりおかお いもと ようこ∥作 講談社

E できるかな？ぱっぱおきがえ いもと ようこ∥作 講談社

E どらねこ どこだ？ ゝームラトモウ∥さく・え ゴャルド本社

E おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田 よしたか∥著 佼成出版社

E おしいれじいさん 尾崎 玄一郎∥作 福音館書店

E はたけのにゃーこ 織茂 恭子∥作 童心社

E はこぼ はこぼ なにはこぼ かしわら あきお∥作　絵 学研プラガ

E モィモィのおかしやさん ゞド オンカ∥著 出版ワーアガ

E ちゃのまのおざぶとん かねこ まき∥作 ゕリガ館

E おさいふのかみさま 苅田 澄子∥作 フレーベル館

E はだかのおうじさま くすのき しげのり∥作 フレーベル館

【絵本】

【児童書：ヤンィゕコルト】

ぼくくま ハンバーガーをつくろう！ うたう！ももたろう 
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E コンボ 講談社∥編 講談社

E おおきさ せかいいち 小口 高∥監修 ゴャルド本社

E おふとんさんとハリーちゃん ウンド゙ ゕ゠∥作 小学館

E おばけれっしゃ しのだ こうへい∥作　絵 ひさかたゴャルド

E ぽめちゃん 柴田 イウ∥著 白泉社

E もったいないばあさんのおいしいあいうえお 真珠 まりこ∥作　絵 講談社

E うさぎくんとママ リゴャード・ガ゠ャリー∥さく 好学社

E うたう！ももたろう ガァヤマ ゞナヨ∥作　絵 赤ちゃんとママ社

E ゞどこいった？ 鈴木 のりたけ∥作　絵 小学館

E どうなってるの？どうぶつの歯 鈴木 勝∥さく はる書房

E カャッアのどきどきモンガゲー エム・キッパルデゖ∥作 光村教育図書

E ララくんとこえだちゃん レモニー・ガニイット∥ぶん 評論社

E たぬきのおもち せな けいこ∥作　絵 金の星社

E ふしぎなえき 田中 六大∥作 交通新聞社

E ことばあそびのたび 谷川 俊太郎∥作 くもん出版

E ぬにゅ～ぽんぽん ちかつ たけお∥作 KADOKAWA

E しゅっぽくん つしま ひろし∥作　絵 絵本塾出版

E ぼくらはなかよし、ラン、ラン、ラン！ カ゚ニ・デキモンド∥作 光村教育図書

E おんぶおんぶのももんちゃん とよた かずひこ∥さく　え 童心社

E おんせんたまご 中尾 昌稔∥文 大日本図書

E いき 中川 ひろたか∥作 ゕリガ館

E こっちむいて！ドラえもん 藤子・F・不二雄∥原作 小学館

E ねこの3つのねがいごと ゞリガゲ・ブリル∥文 岩崎書店

E もぐらのいえ 松屋 真由子∥作 くもん出版

E まる 松田 奈那子∥作　絵 鈴木出版

E ふかふかだよ 間部 香代∥作 鈴木出版

E どこがながいかわかる？ みやにし たつや∥作　絵 金の星社

E グフゖー、がっこうへいく パット・カトロー・ミラー∥文 光村教育図書

E すきま地蔵 室井 滋∥文 白泉社

E ゕンパンマンとわくわくげんき！ やなせ たかし∥原作 フレーベル館

E ゕンパンマンとにこにこぎゅっ やなせ たかし∥原作 フレーベル館

E またあしたあそぼうね 山下 ますみ∥文 新日本出版社

E ぱんだんす やまぐち りりこ∥ぶん ゕリガ館

E でこぼこホットイー゠ よしだ あつこ∥作 世界文化社

E ポイモンをさがせ！エン＆ムーン 吉野 恵美子∥絵 小学館

PS おはよう！ おはよう！ とよた かずひこ∥脚本・絵 童心社

PS すっすっはっはっ しんこきゅう 長野 麻子∥脚本 童心社

【紙芝居】

【絵本】
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刊行形態 雑誌名 出版者 ジャンル

週刊誌 週刊新潮 新潮社 一般誌

週刊誌 ａｎ・ａｎ（アンアン） マガジンハウス ファッション

隔週刊誌 オレンジページ オレンジページ 生活情報

隔週刊誌 婦人公論 中央公論新社 女性誌

隔週刊誌 Ｎｕｍｂｅｒ（ナンバー） 文藝春秋 スポーツ

隔週刊誌 Ｔａｒｚａｎ（ターザン） マガジンハウス トレーニング

隔週刊誌 クロワッサン マガジンハウス 生活情報

月刊誌 ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 近代映画社 映画

月刊誌 ｗｉｔｈ（ウィズ） 講談社 ファッション

月刊誌 財界さっぽろ 財界さっぽろ 政治経済

月刊誌 ＬＥＥ（リー） 集英社 ファッション

月刊誌 ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 ファッション

月刊誌 ゆうゆう 主婦の友社 中高年向け

月刊誌 ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 小学館 アウトドア

月刊誌 ＲＯＣＫＩＮ’ＯＮＪＡＰＡＮ ロッキング・オン 音楽

月刊誌 日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 パソコン

月刊誌 日経トレンディ 日経ＢＰ社 トレンド

月刊誌 日経マネー 日経ＢＰ社 投資情報

月刊誌 きょうの料理 ＮＨＫ出版 料理

月刊誌 きょうの健康 ＮＨＫ出版 健康

月刊誌 趣味の園芸 ＮＨＫ出版 園芸

月刊誌 すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 手芸

月刊誌 ＭＯＥ（モエ） 白泉社 絵本

月刊誌 ＥＳＳＥ（エッセ） 扶桑社 生活情報

月刊誌 ミセス 文化出版局 女性誌

月刊誌 文藝春秋 文藝春秋 文芸

月刊誌 ＮｏｒｔｈＡｎｇｌｅｒ’ｓ 株式会社つり人社 釣り

月刊誌 じゃらん リクルート北海道 旅行

月刊誌 ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） プレジデント社 料理

月刊誌 ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 書籍情報

月刊誌 ＤＩＭＥ（ダイム） 小学館 トレンド

月刊誌 ＣＨＡＮＴＯ（チャント） 主婦と生活社 生活情報

月刊誌 ＦＩＮＥＢＯＹＳ（ファインボーイズ） 日之出出版 ファッション

隔月刊誌 レクリエ 世界文化社 介護情報

隔月刊誌 暮しの手帖 暮しの手帖社 生活情報

隔月刊誌 住まいの設計 扶桑社 建築・設計

佐呂間町立図書館

電話：（０１５８７）２－２２１５ＦＡＸ：（０１５８７）２－２６３２

＜インターネット新着情報＞http://www.town.saroma.hokkaido.jpshisetsulibrarynewbooks.html

＜ＷｅｂＯＰＡＣ（所蔵検索）＞https:ilisod001.apsel.jpsaromalibwopcpcpagesTopPage.jsp

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。

【図書館の新着図書情報２０１９年４月号】２０１９年３月３１日発行

〒０９３－０５０２佐呂間町字永代町１６６番地の２
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