
007 トコトンやさしいIoTの本 　山崎 弘郎∥著 　日刊工業新聞社

024 ★ 奇跡の本屋をつくりたい 　久住 邦晴∥著 　ミシマ社

031 ★ 無敵の東大脳クイズ 　伊沢 拓司∥監修 　主婦の友社

031 ★ 東大王・伊沢拓司の最強クイズ100 　伊沢 拓司∥著 　KADOKAWA

031 ギネス世界記録 '　2019 　クレイグ　グレンディ∥編 　角川アスキー総合研究所

049 時事漫才 　爆笑問題∥著 　太田出版

147 ★ かみさまは小学5年生 　すみれ∥著 　サンマーク出版

159 きっと明日はいい日になる 　田口 久人∥著 　PHP研究所

159 しんどいオカマのちょっと一杯いかがかしら? 　BSディム∥著 　KADOKAWA

159B しないことリスト 　pha∥著 　大和書房

186 「墓じまい」の結末 　森下 瑞堂∥著 　現代書林

198 “ふがいない自分”と生きる 渡辺和子 　渡辺 和子∥[述] 　金の星社

204S ニュースがわかる高校世界史 　池上 彰∥著 　ポプラ社

210.2 ハマる縄文!? 　山岡 信貴∥編著 　徳間書店

280 上45°から見た世界史 　豊川 秀康∥著 　文芸社

289.1 チキンラーメンの女房 　安藤百福発明記念館∥編 　中央公論新社

291 ブラタモリ 13・14 　NHK「ブラタモリ」制作班∥監修 　KADOKAWA

291 るるぶ仙台松島宮城　'19 　 　JTBパブリッシング

291 るるぶ九州ベスト　　'19 　 　JTBパブリッシング

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（ＴＥＬ　２－２２１５）

(２０１８年10月１日～10月３１日分）

【 雑書 】      　　　　　　　★のついているものは、リクエストのあった本です。

【人生訓・哲学】

【地理・歴史・伝記】

2018.11
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302 外国人記者が見た平成日本 　ヤン　デンマン∥著 　ベストセラーズ

304 ★ マスコミ偽善者列伝 　加地 伸行∥著 　飛鳥新社

321 先生!バナナはおやつに含まれますか? 　中野 友貴∥著 　第一法規

332 めった斬り平成経済史 　高橋 洋一∥著 　ビジネス社

334 家(チベ)の歴史を書く 　朴 沙羅∥著 　筑摩書房

336 「年上の部下」をもったら読む本 　濱田 秀彦∥著 　きずな出版

336 マネジメントはがんばらないほどうまくいく 　三宅 琢∥[著] 　クロスメディア・パブリッシング

336 1日のタスクが1時間で片づくアマゾンのスピード仕事術 　佐藤 将之∥著 　KADOKAWA

338 仮想通貨はどうなるか 　野口 悠紀雄∥著 　ダイヤモンド社

366 55歳からのリアル仕事ガイド 　松本 すみ子∥監修 　朝日新聞出版

367 夜回り先生 原点 　水谷 修∥著 　日本評論社

367 子連れ離婚を考えたときに読む本 　新川 てるえ∥著 　日本実業出版社

368 沖縄アンダーグラウンド 　藤井 誠二∥著 　講談社

368 万引き依存症 　斉藤 章佳∥著 　イースト・プレス

375 小学校明日からできる!読書活動アイデア事典 　塩谷 京子∥編著 　明治図書出版

376 折り紙で作るディズニーキャラクター変身グッズ! 　いしばし なおこ∥著 　世界文化社

376 じーじ、65歳で保育士になったよ 　高田 勇紀夫∥著 　幻冬舎メディアコンサルティング

378 無理なくできる!発達障害の子が伸びるいちにちいっぽの育て方 　miki∥著 　学研プラス

388 山怪　3 　田中 康弘∥著 　山と溪谷社

【社会・資格・教育】
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491 ★ 腸と脳 　エムラン　メイヤー∥著 　紀伊國屋書店

492 検査結果なんでも早わかり事典 　小橋 隆一郎∥著 　主婦の友社

493 カサンドラのお母さんの悩みを解決する本 　宮尾 益知∥監修 　河出書房新社

493 老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 　榎本 睦郎∥著 　永岡書店

493 100年を生きる 　天野 篤∥著 　セブン&アイ出版

494 尿トレ 　山西 友典∥医療監修 　方丈社

496 自分で治す!老眼・近視 　日比野 佐和子∥著 　洋泉社

498 60歳からの筋活ごはん 　荒木 厚∥監修 　女子栄養大学出版部

498 医者が考案した「長生きみそ汁」 　小林 弘幸∥著 　アスコム

498S 病院のやめどき 　和田 秀樹∥著 　朝日新聞出版

498S ★ 脳を守る、たった1つの習慣 　築山 節∥著 　NHK出版

518 このゴミは収集できません　ゴミ清掃員が見たあり得ない光景 　滝沢 秀一∥著 　白夜書房

536 電車の顔図鑑　3 　江口 明男∥著 　天夢人

543 告発 　蓮池 透∥著 　ビジネス社

593 コートを縫おう。 　かたやま ゆうこ∥著 　主婦と生活社

594 フェルトのおままごと 　寺西 恵里子∥[著] 　ブティック社

595 ヘアゴム1本でできる「まとめ髪」便利帳 　HAIR∥監修 　宝島社

596 副菜いらずの満足ガレット 　川上 文代∥著 　誠文堂新光社

596 お父さんのとっておきごはん 　猫元 たつや∥著 　イースト・プレス

596 発酵いらずですぐおいしいかんたん米粉パン 　多森 サクミ∥著 　立東舎

596 生命力を足すレシピ 　麻木 久仁子∥著 　文響社

596 クックパッド夫婦ふたりでちょうどいいシニアごはん 　 　宝島社

599 だいじょうぶだよ、モリス 　カール=ヨハン　エリーン∥著 　飛鳥新社

【自然・理数・健康】

【手芸・料理・家事・技術】
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645 どんな災害でもイヌといっしょ 　徳田 竜之介∥監修 　小学館クリエイティブ

673 コンビニオーナーになってはいけない 　コンビニ加盟店ユニオン∥著 　旬報社

699 あんことわたし 　川田 裕美∥著 　ぴあ

724 ペイントクラフトデザインズ　Ｖｏｌ．16 2018 冬春号 　 　日本ヴォーグ社

726 猫ピッチャー　　8 　そにし けんじ∥著 　中央公論新社

726 しずくちゃん　31 　ぎぼ りつこ∥作　絵 　岩崎書店

726 「その後」のゲゲゲの女房 　武良 布枝∥著 　辰巳出版

726 ゴールデンカムイ　15 　野田 サトル∥著 　集英社

754 気軽に楽しめるかわいい折り紙アクセサリー 　宮本 眞理子∥著 　池田書店

767 うらさだ 　さだまさしとゆかいな仲間たち∥著 　小学館

779 ナナメの夕暮れ 　若林 正恭∥著 　文藝春秋

779 越境芸人 　マキタスポーツ∥著 　東京ニュース通信社

779 夜が小沢をそそのかす 　小沢 一敬∥著 　文藝春秋

783 わいたこら。 　新庄 剛志∥著 　学研プラス

783 英国人から見た日本サッカー 　ショーン　キャロル∥著 　カンゼン

786 誰でもはじめられるボルダリング 　尾川 とも子∥著 　成美堂出版

788S 大相撲の不思議 　内館 牧子∥著 　潮出版社

790 めづめづ和文化研究所京都 　小栗 左多里∥著 　KADOKAWA

809 おとなママの会話術 　辰巳 渚∥文 　岩崎書店

【産業】

【芸能・工芸・スポーツ・まんが・】

【ことば・話し方】
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911.4 シルバー川柳　8 　全国有料老人ホーム協会∥編 　ポプラ社

914.6 鎌倉の家 　甘糟 りり子∥著 　河出書房新社

914.6 吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる 　吉本 ばなな∥著 　朝日新聞出版

914.6 本の夢 本のちから 　椎名 誠∥著 　新日本出版社

914.6 童話作家のおかしな毎日 　富安 陽子∥作 　偕成社

914.6 老いてますます官能的 　嵐山 光三郎∥著 　新講社

914.6 すべての男は消耗品である。　最終巻 　村上 龍∥著 　幻冬舎

915.6 ★ 線量計と奥の細道 　ドリアン助川∥著 　幻戯書房

916 脱産後うつ 　ミィ∥著 　講談社

933 グッバイ・クリストファー・ロビン 　アン　スウェイト∥著 　国書刊行会

933 任務の終わり　上・下 　スティーヴン　キング∥著 　文藝春秋

933B カササギ殺人事件　上・下 　アンソニー　ホロヴィッツ∥著 　東京創元社

933B 噓ばっかり 　ジェフリー　アーチャー∥[著] 　新潮社

953 監禁面接 　ピエール　ルメートル∥著 　文藝春秋

F たてがみを捨てたライオンたち 　白岩 玄∥著 　集英社

F 花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 　小路 幸也∥著 　ポプラ社

F 僕は金になる 　桂 望実∥著 　祥伝社

F 信長の原理 　垣根 涼介∥著 　KADOKAWA

F 天子蒙塵　第4巻 　浅田 次郎∥著 　講談社

F 漂砂の塔 　大沢 在昌∥著 　集英社

F PIT特殊心理捜査班・水無月玲 　五十嵐 貴久∥著 　光文社

F ばぁばの巻き寿司 　佐藤 剛史∥作 　書肆侃侃房

F ひとつむぎの手 　知念 実希人∥著 　新潮社

F 国宝　上・下 　吉田 修一∥著 　朝日新聞出版

【小説】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】
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F 愛なき世界 　三浦 しをん∥著 　中央公論新社

F 悪魔と呼ばれた男 　神永 学∥著 　講談社

F 一緒にお墓に入ろう 　江上 剛∥著 　扶桑社

F 緑のなかで 　椰月 美智子∥著 　光文社

F 雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール 　呉 勝浩∥著 　光文社

F 居酒屋ぼったくり　１０ 　秋川 滝美∥[著] 　アルファポリス

F 黄金の代償 　福田 和代∥著 　KADOKAWA

F 猫のエルは 　町田 康∥文 　講談社

F ことことこーこ 　阿川 佐和子∥著 　KADOKAWA

F 鳥居の密室 　島田 荘司∥著 　新潮社

F 湖底の城　9巻 　宮城谷 昌光∥著 　講談社

F 絵里奈の消滅 　香納 諒一∥著 　PHP研究所

F 死神刑事(デカ) 　大倉 崇裕∥著 　幻冬舎

F 銀河食堂の夜 　さだ まさし∥著 　幻冬舎

F 本好きの下剋上　第4部[4] 　香月 美夜∥著 　TOブックス

F 地球星人 　村田 沙耶香∥著 　新潮社

F TEN 　楡 周平∥著 　小学館

F 叙述トリック短編集 　似鳥 鶏∥著 　講談社

F 真犯人の貌 　前川 裕∥著 　光文社

F 対岸の家事 　朱野 帰子∥著 　講談社

F 猫のお告げは樹の下で 　青山 美智子∥著 　宝島社

F 特捜投資家 　永瀬 隼介∥著 　ダイヤモンド社

F 廃墟戦隊ラフレンジャー 　竹内 真∥著 　双葉社

F ベルリンは晴れているか 　深緑 野分∥著 　筑摩書房

F 草原のコック・オー・ヴァン 　柴田 よしき∥著 　文藝春秋

F ドアを開けたら 　大崎 梢∥著 　祥伝社

F アンドロメダの猫 　朱川 湊人∥著 　双葉社
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F ゴンちゃん、またね。 　ビートたけし∥作　画 　文藝春秋

F 影ぞ恋しき 　葉室 麟∥著 　文藝春秋

F 下町ロケット　[4] 　池井戸 潤∥著 　小学館

F 七つの試練 　石田 衣良∥著 　文藝春秋

F ★ 思い出が消えないうちに 　川口 俊和∥著 　サンマーク出版

F 人類滅亡小説 　山田 宗樹∥著 　幻冬舎

F 人さらい 　翔田 寛∥著 　小学館

F TAS特別師弟捜査員 　中山 七里∥著 　集英社

F バー極楽 　遠藤 彩見∥著 　KADOKAWA

F 宴の前 　堂場 瞬一∥著 　集英社

F 少女たちは夜歩く 　宇佐美 まこと∥著 　実業之日本社

F 歌え、汝龍たりし日々を 　岩井 三四二∥[著] 　角川春樹事務所

FB 書店ガール　　7 　碧野 圭∥著 　PHP研究所

FB 鯖猫長屋ふしぎ草紙　5 　田牧 大和∥著 　PHP研究所

FB みずうみの妻たち　上・下 　林 真理子∥[著] 　KADOKAWA

FB 作家たちのオリンピック 　城山 三郎∥著 　PHP研究所

FB とっておきのおやつ。 　青木 祐子∥著 　集英社

FB ビブリア古書堂の事件手帖 　三上 延∥[著] 　KADOKAWA

FB 花だより 　高田 郁∥著 　角川春樹事務所

FB ★ 運命の人はどこですか? 　飛鳥井 千砂∥著 　祥伝社

FB ★ 早稲女、女、男 　柚木 麻子∥著 　祥伝社

FB アクセル・ワールド　23 　川原 礫∥[著] 　KADOKAWA

FB いきおくれ姫の選択 　彩本 和希∥著 　集英社

FS 十津川警部長崎路面電車と坂本龍馬 　西村 京太郎∥著 　祥伝社
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FS インド倶楽部の謎 　有栖川 有栖∥著 　講談社

FS 松本-鹿児島殺人連鎖 　梓 林太郎∥[著] 　徳間書店

H726 北の残響 　有光 涼∥原作 　財界さっぽろ

H291 ママじゃらん北海道　2018-2019秋冬 　 　リクルート北海道じゃらん

HJ3 アイヌ 　北原 モコットゥナシ∥監修 　岩崎書店

J0 大好き!おじさん文庫 　深山 さくら∥著 　文研出版

J2 ふしぎな北極のせかい 　山崎 哲秀∥著 　repicbook

J2 名字ずかん 　森岡 浩∥監修 　ほるぷ出版

J3 入学準備の図鑑 　無藤 隆∥監修 　学研プラス

J3 ギヴ・ミー・ア・チャンス 　大塚 敦子∥著 　講談社

J4 死体が教えてくれたこと 　上野 正彦∥著 　河出書房新社

J4 ため池の外来生物がわかる本 　加藤 英明∥文 　徳間書店

J4 昆虫 　小池 啓一∥[ほか]指導　執筆 　小学館

J4 カブトムシ・クワガタムシ 　小池 啓一∥執筆　企画構成 　小学館

J5 できるキッズ親子で楽しむユーチューバー入門 　FULMA株式会社∥著 　インプレス

J7 高梨沙羅 　師岡 亮子∥編 　汐文社

J7 カッターであそぼう! 　五味 太郎∥著 　KTC中央出版

J7 ディズニー折り紙あそび 　いしばし なおこ∥著 　ブティック社

J7 ディズニーサブキャラクター500大事典 　講談社∥編集 　講談社

J9 ぼくらの一歩 　いとう みく∥作 　アリス館

J9 小学生まじょとまほうのくつ 　中島 和子∥作 　金の星社

【北海道資料】

【　児童書　】
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J9 月あかり洋裁店 　ひろい れいこ∥作 　PHP研究所

J9 いいたいことがあります! 　魚住 直子∥著 　偕成社

J9 アチチの小鬼 　岡田 淳∥作 　偕成社

J9 モンスター・ホテルでハロウィン 　柏葉 幸子∥作 　小峰書店

J9 魔法のハロウィン・パイ 　野中 柊∥作 　理論社

J9 カテリネッラとおにのフライパン 　剣持 弘子∥訳　再話 　こぐま社

J9 もう逃げない! 　朝比奈 蓉子∥作 　PHP研究所

J9 ねこの商売 　林原 玉枝∥文 　福音館書店

J9 キダマッチ先生!　　3 　今井 恭子∥文 　BL出版

J9 ぼうけんはバスにのって 　いとう みく∥作 　金の星社

J9 マオのうれしい日 　あんず ゆき∥作 　佼成出版社

J9 ねこの町の本屋さん 　小手鞠 るい∥作 　講談社

J9 きっちり・しとーるさん 　おの りえん∥作　絵 　こぐま社

J9 怪談オウマガドキ学園　２９・３０ 　常光 徹∥責任編集 　童心社

J9 しろくまジローはすもうとり 　ななもり さちこ∥作　絵 　福音館書店

J9 少年Nの長い長い旅　05 　石川 宏千花∥[著] 　講談社

J9 エヴリデイ 　デイヴィッド　レヴィサン∥作 　小峰書店

J9 雑種 　フランツ　カフカ∥作 　理論社

E あしにょきにょきときょうりゅう 　深見 春夫∥作　絵 　岩崎書店

E いっしょにかえろう 　ハイロ　ブイトラゴ∥文 　岩崎書店

E 石たちの声がきこえる 　マーグリート　ルアーズ∥作 　新日本出版社

E いもむしパン 　つぼい じゅり∥さく　え 　PHP研究所

E イーラちゃんとまじょのヤーダちゃん 　しまだ ともみ∥作 　偕成社

【　絵本　】
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E いっしょがいいよね 　あべ はじめ∥作　絵 　くもん出版

E ウインナさん 　YUMOCAM∥作 　白泉社

E うずらかあさんとたまご 　島野 雫∥さく　え 　教育画劇

E うさぎたちとふしぎなこうじょう 　アダム　グリーン∥さく 　好学社

E NEWウォーリーハリウッドへいく 　マーティン ハンドフォード∥作　絵 　フレーベル館

E オオイシさん 　北村 直子∥作 　偕成社

E おしごとおしごとなににする? 　なとり ちづ∥さく 　福音館書店

E おかしとおうちくれませんか? 　せき ゆうこ∥作　絵 　PHP研究所

E おっとあぶない! 　サトウ マサノリ∥作　絵 　パイインターナショナル

E おたんじょうびの2つのたまご 　ジェニファー　K.マン∥作 　光村教育図書

E おせんべやけたかな 　こが ようこ∥構成　文 　童心社

E おいも! 　石津 ちひろ∥文 　小峰書店

E かたつむりタクシー 　たむら しげる∥さく 　福音館書店

E かぜのひ 　サム　アッシャー∥作　絵 　徳間書店

E きになる 　おおなり 修司∥文 　絵本館

E キツネのはじめてのふゆ 　マリオン　デーン　バウアー∥作 　鈴木出版

E きょうがはじまる 　ジュリー　モースタッド∥作 　BL出版

E きょうふのおばけパンツ 　アーロン　レイノルズ∥作 　学研プラス

E キラキラッとほしがかがやきました 　宮西 達也∥作絵 　ポプラ社

E けんかはやめやさ～い 　わたなべ あや∥絵 　ひかりのくに

E ザワザワ!おばけのおたのしみかい 　大木 あきこ∥ぶん　え 　新日本出版社

E ショベルくんとあおいはな 　ヨーゼフ　クフラー∥さく 　学研プラス

E ショベルカーの123 　シェリー　ダスキー　リンカー∥文 　ひさかたチャイルド

E じめんのしたにはなにがある 　中川 ひろたか∥文 　アリス館

E せかいはふしぎでできている! 　アンドレア　ベイティー∥作 　絵本塾出版

E そらからきたこいし 　しおたに まみこ∥[作] 　偕成社

E タイヤタイヤだれのタイヤ 　そく ちょるうぉん∥作 　アリス館
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E タローズ 　モラグ　フッド∥作 　小学館

E ダンプカーのいろいろいろ 　シェリー　ダスキー　リンカー∥文 　ひさかたチャイルド

E ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくん 　薫 くみこ∥作 　ひさかたチャイルド

E ちちんぱいぱい 　ささがわ いさむ∥作 　学研プラス

E つきみだんご 　はまの ゆか∥作 　光村教育図書

E でこぼこぬりぬりなにがでる? 　松田 奈那子∥作 　アリス館

E トコトコバス 　高橋 和枝∥作 　講談社

E どうぶつどんどん 　たしろ ちさと∥文　絵 　大日本図書

E どんぐりむらのいちねんかん 　なかや みわ∥さく 　学研プラス

E なまえをつけて 　谷川 俊太郎∥詩 　講談社

E なぞなぞはじまるよ　2 　おおなり 修司∥なぞなぞ文 　絵本館

E ねーずみねーずみどーこいきゃ? 　こが ようこ∥構成　文 　童心社

E ノラネコぐんだん おばけのやま 　工藤 ノリコ∥著 　白泉社

E はたらくおやさいバナナもいるよ! 　わだ ことみ∥作 　教育画劇

E はたらきママとほいくえんちゃん 　のぶみ∥さく 　WAVE出版

E イーストンと音楽会 　巣山 ひろみ∥文 　出版ワークス

E パフェをつくろう! 　新井 洋行∥作 　ほるぷ出版

E ふうせんゆらゆら 　とよた かずひこ∥著 　アリス館

E プリンちゃんのハロウィン 　なかがわ ちひろ∥ぶん 　理論社

E へんしん!かおはめえほん むかしばなし 　ささがわ いさむ∥作 　学研プラス

E へっこぷっとたれた 　こが ようこ∥構成　文 　童心社

E ぼくのくつしたおまけつき 　礒 みゆき∥作　絵 　ひさかたチャイルド

E ぼくってかわいそう! 　パメラ　ダンカン　エドワーズ∥作 　フレーベル館

E ぼくたちのやま 　谷内 こうた∥絵と文 　至光社

E ぼーるぽん 　しばはら ち∥作　絵 　鈴木出版

E まゆとかっぱ 　富安 陽子∥文 　福音館書店

E めんたべよう! 　小西 英子∥さく 　福音館書店

E めぐる森の物語 　いまい あやの∥作 　BL出版

E ようこそ!ティールームことりへ 　どい かや∥ぶん 　アリス館

E わくわく!れっしゃでかぞくりょこう 　サトシン∥作 　交通新聞社
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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’ＯＮ　ＪＡＰＡＮ 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 ＦＩＮＥ ＢＯＹＳ（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

＜ＷｅｂＯＰＡＣ（所蔵検索）＞　https://ilisod001.apsel.jp/saromalib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp

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　２０１８年１１月号】　２０１８年１０月３１日発行

〒０９３－０５０２　佐呂間町字永代町１６６番地の２

佐呂間町立図書館

電　話：（０１５８７）２－２２１５　ＦＡＸ：（０１５８７）２－２６３２
＜インターネット新着情報＞　http://www.town.saroma.hokkaido.jp/shisetsu/library/newbooks.html

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。
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