
019 できる子に育つ魔法の読みきかせ ジム　トレリース∥著 筑摩書房

049 おかんメールリターンズ 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

159 がんばらなくてもうまくいく考え方 井上 裕之∥著 PHP研究所

159 目標は小さければ小さいほどいい 児玉 光雄∥著 河出書房新社

159 科学者が解く「老人」のウソ 武田 邦彦∥著 産経新聞出版

159S 定年後不安 大杉 潤∥[著] KADOKAWA

159S 自分のことだけ考える。 堀江 貴文∥著 ポプラ社

159S インプットした情報を「お金」に変える黄金のアウトプット術 成毛 眞∥著 ポプラ社

186 お寺の仏像イラスト図鑑 さとう 有作∥イラスト メイツ出版

210 ストーリーで学び直す大人の日本史講義 野島 博之∥著 祥伝社

288 図解でわかる14歳からの天皇と皇室入門 山折 哲雄∥監修 太田出版

293 十五の夏 上・下 佐藤 優∥著 幻冬舎

302 習近平の帝政復活で中国が日本に仕掛ける最終戦争 石 平∥著 徳間書店

【地理・歴史・伝記】

【社会・資格・教育】

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）

 ★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】

【総記】 2018.6
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302S ルポ中国「潜入バイト」日記 西谷 格∥著 小学館

304 10年後の仕事図鑑 堀江 貴文∥著 SBクリエイティブ

330 図解90分でわかる経済のしくみ 長瀬 勝彦∥[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン

336 リーダーの「対話力」ノート 細谷 知司∥著 ぱる出版

336 仕事で「ミスをしない人」と「ミスをする人」の習慣 藤井 美保代∥著 明日香出版社

336 「紙1枚!」松下幸之助 浅田 すぐる∥著 PHP研究所

361 元気の缶詰ペップトーク　感動体験編 岩崎 由純∥著 中央経済社

367 「女子」という呪い 雨宮 処凛∥著 集英社クリエイティブ

367 離婚してもいいですか? 野原 広子∥著 KADOKAWA

367S ★ 定年バカ 勢古 浩爾∥著 SBクリエイティブ

368 宿命 原 雄一∥著 講談社

375 子どもがやる気になる短い言葉がけスクール・ペップトーク 岩崎 由純∥著 学事出版

376 大学図鑑!　2019 オバタ カズユキ∥監 ダイヤモンド社

383 英国一家、日本をおかわり マイケル　ブース∥著 KADOKAWA

421B 絶対、人に話したくなる「時間」の雑学 久我 勝利∥著 PHP研究所

493 子どもに効く栄養学 中村 丁次∥監修 日本文芸社

494 がんで余命ゼロと言われた夫の命を延ばす台所 神尾 真木子∥著 幻冬舎

495 『母性スイッチ』で最高の出産を 林 正敏∥著 太田出版

498 健康になる食べ方幸せになる生き方 東城 百合子∥著 育鵬社

498 被災地で生き方を変えた医者の話 小鷹 昌明∥著 あさ出版パートナーズ

498 ジェニー牛山先生の美と健康のレシピ ジェニー牛山∥著 講談社

【自然・理数・健康】
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498 小麦は今すぐ、やめなさい フォーブス弥生∥著 スペースシャワーネットワーク

498 ずぼら瞑想 川野 泰周∥著 幻冬舎

498 安産ごはん 森 洋子∥[著] 枻出版社

588 ニッポン駄菓子工場 Beretta∥著 雷鳥社

588 基本を知ればもっとおいしい!ワインを楽しむ教科書 大西 タカユキ∥監修 ナツメ社

590 家事の得ワザ 得する人損する人∥編 マガジンハウス

590 50歳からのお楽しみ生活 中山 庸子∥著 海竜社

595 38歳からはじめたいリカバリー美容事典 吉木 伸子∥監修 朝日新聞出版

596 旬を楽しむ梅しごと 山田 奈美∥著 家の光協会

596 冷凍からのレンチン!やせるおかず作りおき 柳澤 英子∥著 小学館

596 ★ オイルで作るふんわりケーキとサクサククッキー 吉川 文子∥[著] オレンジページ

596 MOCO'SキッチンLOVE PIZZA&BREAD 速水 もこみち∥[著] ぴあ

596 新しいサラダ 福田 里香∥著 KADOKAWA

596 楽LIFEレシピベスト版人気のもやし・豆腐・きのこのレシピ 汲玉∥[著] 笠倉出版社

596 ストックデリで簡単!パン弁 高橋 雅子∥著 パルコエンタテインメント事業部

596 男子ごはんの本　その10 国分 太一∥著 MCO

596 ★ 至福のキャラメルスイーツ 若山 曜子∥[著] オレンジページ

596 冷凍保存で作る1週間の献立キット 川上 文代∥著 誠文堂新光社

596 syunkonカフェごはん 山本 ゆり∥[著] 宝島社

596 きじまりゅうたの食材2つでうまいっ!146品 きじま りゅうた∥著 学研プラス

597 散らからない仕組み フクチ マミ∥著 主婦の友社

597 すっきり暮らすために持たないもの、やめたこと 主婦の友社∥編 主婦の友社

【手芸・料理・家事・技術】
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611 農業がわかると、社会のしくみが見えてくる 生源寺 眞一∥著 家の光協会

626 10日～3か月で収穫!コンテナスピーディー菜園 原 由紀子∥監修 ブティック社

627 世界の美しいバラの庭 パイインターナショナル

645 ネコちゃんのイヌネコ終活塾 卵山 玉子∥著 WAVE出版

673 リーダーが育つ55の智慧 似鳥 昭雄∥著 KADOKAWA

726 ★ 将棋の渡辺くん　1～③ 伊奈 めぐみ∥著 講談社

726 中国嫁日記　7 井上 純一∥著 KADOKAWA

726 ★ うちはおっぺけ　4・5 松本 ぷりっつ∥著 竹書房

726 ★ 聖(セイント)☆おにいさん　14 中村 光∥著 講談社

736 押して描く!消しゴムはんこ 田口 奈津子∥著 日本文芸社

767 この宇宙にあなたは一人しかいない 及川光博名言集 及川 光博∥著 シンコーミュージック・エンタテイメント

772 からだひとつ 仲代 達矢∥著 ハルメク

778 Age is just a number! 萬田 久子∥著 KADOKAWA

780 日本オリンピック委員会公式写真集　2018 日本オリンピック委員会∥企画　監修 アフロ

783 育てる力 栗山 英樹∥著 宝島社

784 挑戦者たち 田村 明子∥著 新潮社

810 この一言で「YES」を引き出す格上の日本語 山口 謠司∥著 幻冬舎

【芸能・工芸・スポーツ・まんが】

【ことば・話し方】

【  産業  】
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914.6 不倫のオーラ 林 真理子∥著 文藝春秋

914.6 終わりと始まり2.0 池澤 夏樹∥著 朝日新聞出版

914.6 パリのキッチンで四角いバゲットを焼きながら 中島 たい子∥著 ポプラ社

914.6 ★ 枯れてたまるか! 嵐山 光三郎∥著 新講社

916 母が若年性アルツハイマーになりました。 Nicco∥著 ペンコム

933 サイモン、船に乗る ジャッキー　ドノヴァン∥著 飛鳥新社

933B ★ ロボット・イン・ザ・ハウス デボラ　インストール∥著 小学館

F 泣きかたをわすれていた 落合 恵子∥著 河出書房新社

F ひと 小野寺 史宜∥著 祥伝社

F ウィステリアと三人の女たち 川上 未映子∥著 新潮社

F ペインレス　上・下 天童 荒太∥著 新潮社

F 祈りのカルテ 知念 実希人∥著 KADOKAWA

F わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子∥[著] 新潮社

F 近松よろず始末処 築山 桂∥著 ポプラ社

F 確率捜査官御子柴岳人　　'[3] 神永 学∥著 KADOKAWA

F オリンピックへ行こう! 真保 裕一∥著 講談社

F 風は西から 村山 由佳∥著 幻冬舎

F さざなみのよる 木皿 泉∥著 河出書房新社

F 雪子さんの足音 木村 紅美∥著 講談社

F ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月 隆文∥著 幻冬舎

F にゃん! あさの あつこ∥著 白泉社

F みなさんの爆弾 朝比奈 あすか∥著 中央公論新社

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

【小説】
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F じっと手を見る 窪 美澄∥著 幻冬舎

F デートクレンジング 柚木 麻子∥著 祥伝社

F 凶犬の眼 柚月 裕子∥著 KADOKAWA

F 玉村警部補の巡礼 海堂 尊∥著 宝島社

F 平凡な革命家の食卓 樋口 有介∥著 祥伝社

F 震える教室 近藤 史恵∥著 KADOKAWA

F 食堂メッシタ 山口 恵以子∥[著] 角川春樹事務所

F 爽年 石田 衣良∥著 集英社

FB 娼年 石田 衣良∥著 集英社

FB 賢女が欺かれる童話(メルヒェン) 長尾 彩子∥著 集英社

FB 商人令嬢と猫かぶり王子 秋杜 フユ∥著 集英社

FB 流れの勘蔵 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所

FB 幻夜行 小杉 健治∥著 祥伝社

FB 楽観戀情値千金 我鳥 彩子∥著 集英社

FS 悲終伝 西尾 維新∥著 講談社

FS 京都感傷旅行(センチメンタル・ジャーニー) 西村 京太郎∥著 文藝春秋

H291 北海道キャンプ場ガイド　18-19 亜璃西社∥編 亜璃西社

H596 ワンプレートdeバランスごはん　３ 帯広大谷短期大学∥編著 中西出版

H597 雑貨とインテリアのお店 新海 直美∥著 北海道新聞社

H748 夏 高橋 真澄∥著　写真 青菁社

【北海道資料】
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J1 うわさの怪談タタリ 魔夜 妖一∥監修 成美堂出版

J1 本当に怖い話MAX 宮崎 敦司∥監修 新星出版社

J1 本当に怖い話MAX∞逢魔ケ刻(おうまがとき) 室秋 沙耶美∥監修 新星出版社

J1 本当に怖い話MAX∞地獄絵巻 室秋 沙耶美∥監修 新星出版社

J1 本当に怖い話MAX死神降臨 宮崎 敦司∥監修 新星出版社

J1 子どもの考える力をつける3つの秘密道具 岸良 裕司∥著 ナツメ社

J2 闇を照らした白い花 タケシタナカ∥文 桜雲会

J2 木戸孝允<桂小五郎> 落合 弘樹∥監修 小学館

J2 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！ mugny∥絵 いろは出版

J2 大久保利通 落合 弘樹∥監修 小学館

J2 伊達政宗 高枝 景水∥まんが 小学館

J2 日本地理データ年鑑　２０１８ 松田 博康∥監修 小峰書店

J2 徳川歴代将軍と江戸の偉人 童門 冬二∥監修 PHPエディターズ・グループ

J4 単位がわかる 体積のえほん ほるぷ出版

J4 単位がわかる 面積のえほん ほるぷ出版

J4 単位がわかる 時間のえほん ほるぷ出版

J4 視能訓練士になるには 橋口 佐紀子∥著 ぺりかん社

J5 ドラえもん科学ワールド電気の不思議 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館

J7 コロコロ迷路 野出 正和∥著 いかだ社

J9 水色の不思議 斉藤 洋∥作 静山社

J9 5分後に笑えるどんでん返し エブリスタ∥編 河出書房新社

J9 5分後に恋するラスト エブリスタ∥編 河出書房新社

J9 おばけのたからもの むらい かよ∥著 ポプラ社

J9 あしたもチャーシューメン 最上 一平∥作 新日本出版社

【　児童書　】
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J9 江戸っ子しげぞう　'わたる世間に虫歯なし!の巻 本田 久作∥作 ポプラ社

J9 みんなのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社

J9 怪談オウマガドキ学園　２６・２７ 常光 徹∥責任編集 童心社

J9 てんとくんの●さがし いぶき 彰吾∥作 文研出版

J9 暗号クラブ　１２ ペニー　ワーナー∥著 KADOKAWA

J9 こども「徒然草」 齋藤 孝∥著 筑摩書房

J9 モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉 幸子∥作 小峰書店

J9 妖精のメロンパン 斉藤 栄美∥作 金の星社

J9 紫色のリボン たなか ゆいこ∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

J9 なきむし いまむら あしこ∥作 理論社

J9 魔女バジルと魔法の剣 茂市 久美子∥作 講談社

J9 かみさまにあいたい 当原 珠樹∥作 ポプラ社

J9 コクルおばあさんとねこ フィリパ　ピアス∥作 徳間書店

J9 仮面シンドローム 長江 優子∥著 金の星社

J9 都会(まち)のトム&ソーヤ　１５ はやみね かおる∥[著] 講談社

J9 自分コンプレックス みうら かれん∥著 金の星社

J9 猫の楽園 エミール　ゾラ∥作 理論社

J9S ボス・ベイビー 日笠 由紀∥著 小学館

E あかちゃん新社長がやってきた マーラ　フレイジー∥作 講談社

E アナと雪の女王/家族の思い出 KADOKAWA

E アンパンマンをさがせ!　'GREEN やなせ たかし∥原作 フレーベル館

E いたずらえほんがなんかへん! リチャード　バーン∥作 ブロンズ新社

E いたずらトロルと音楽隊 アニタ　ローベル∥さく ロクリン社

E エメラルドのさがしもの そのだ えり∥作 文溪堂

【　絵本　】
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E おばあちゃんとおんなじ なかざわ くみこ∥[作] 偕成社

E おばけとおやすみ 新井 洋行∥作 くもん出版

E おにいちゃんさんかんび くすのき しげのり∥作 光村教育図書

E 菅原伝授手習鑑 吉田 愛∥文　絵 講談社

E 弾きがえる 久留島 武彦∥作 子どもの未来社

E このゆびとーまれ！ やすい  すえこ∥さく チャイルド本社

E ごろごろかいじゅうさん きむら ゆういち∥[作] 偕成社

E だいすきだよ 間部 香代∥作 鈴木出版

E とっとっとピイちゃん きむら ゆういち∥[作] 偕成社

E トイレなんてだいっきらい! たかい よしかず∥さく　え 主婦の友社

E どうぶつまねっこたいそう 大森 裕子∥さく 交通新聞社

E はなちゃんおとなになります 千葉 智江∥作 小学館

E はるのごほうび 内田 麟太郎∥作 鈴木出版

E ばしゃばしゃコロちゃん きむら ゆういち∥[作] 偕成社

E ばななときどき しまだ ともみ∥さく 東京書店

E 映画プリキュアスーパースターズ! 講談社

E ほんとうのおおきさでみてみよう！  だれのあし？　'２０１８－５ 今泉  忠明∥監修 チャイルド本社

E もりぞうさんのおおごえたいかい ママダ  ミネコ∥さく・え チャイルド本社

E ゆうびんです! 日本郵便オフィスサポート株式会社∥作 フレーベル館

E ゆらゆらミケちゃん きむら ゆういち∥[作] 偕成社

E リメンバー・ミー KADOKAWA

E りんごときどき しまだ ともみ∥さく 東京書店

E レインボーフラッグ誕生物語 ロブ　サンダース∥作 汐文社

E わんぱくだんのおにわのようせいたち ゆきの ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド
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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

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

＜ＷｅｂＯＰＡＣ（所蔵検索）＞　https://ilisod001.apsel.jp/saromalib/wopc/pc/pages/TopPage.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　２０１８年6月号】　２０１８年5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
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