
019 読書という荒野 見城 徹∥著 幻冬舎

024 ニジノ絵本屋さんの本 いしい あや∥文 西日本出版社

159 内向型のままでも成功できる仕事術 モラ　アーロンズ=ミリ∥著 辰巳出版

210.5 幕末維新改メ 中村 彰彦∥著 晶文社

288 皇后四代の歴史 　昭憲皇太后から美智子皇后まで 森 暢平∥編 吉川弘文館

289.1 女にとって夫とはなんだろうか 西舘 好子∥著 ベストセラーズ

291 線路つまみ食い散歩 久住 昌之∥著 カンゼン

293 おそロシアに行ってきた 嵐 よういち∥著 彩図社

302 沸騰インド 貫洞 欣寛∥著 白水社

312 女は「政治」に向かないの? 秋山 訓子∥著 講談社

317S 財務省を解体せよ! 高橋 洋一∥著 宝島社

338 働きたくないけどお金は欲しい 遠藤 洋∥著 マネジメント社

366 発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術 借金玉∥著 KADOKAWA

367 少女のための性の話 三砂 ちづる∥著 ミツイパブリッシング

368 となりの少年少女A 草薙 厚子∥著 河出書房新社

369 世界の難民をたすける30の方法 滝澤 三郎∥編著 合同出版

374 ほけんしつだより きたい かよ∥著 文芸社

411 ガロアの数学「体」入門 小林 吹代∥著 技術評論社

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）

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

(２０１８年７月１日～７月３１日分）

【人生訓・哲学】

【地理・歴史・伝記】

【社会・資格・教育】

【自然・理数・健康】

2018.8 

 



431 宮沢賢治の元素図鑑 桜井 弘∥著 化学同人

458 日本の石ころ標本箱 渡辺 一夫∥著 誠文堂新光社

493 ボケない食事と習慣 南雲 吉則∥著 日本文芸社

494 自分で強化する!腎機能 川村 哲也∥監修 洋泉社

498 病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 仲本 りさ∥著 いろは出版

498 栄養まるごと10割レシピ! 小田 真規子∥料理　レシピ 世界文化社

499 漢方嫁日記 ふかや かよこ∥著 河出書房新社

593 男の子と女の子のまいにちパンツ ブティック社

593 赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ ブティック社

596 カスタードのおやつ 森崎 繭香∥著 誠文堂新光社

596 汁かけごはん 田内 しょうこ∥著 駒草出版

596 好きよ、喫茶店　続 菊池 亜希子∥著 マガジンハウス

596 アジアの麵 ワタナベ マキ∥著 主婦と生活社

596 すぐに始められるおいしい元気☆麴ごはん 矢路川 結子∥著 学研プラス

596 ライクライクキッチンのスプーンがあれば作れるパンとおやつ 小堀 紀代美∥著 主婦の友社

597 自分で直せば断然お得!身のまわりの修理の教科書 西沢 正和∥監修 PHP研究所

645 ねこ語会話帖 猫の言葉をシンプルに理解するためのフォトブック 今泉 忠明∥監修 誠文堂新光社

645 ネコおやぶん 岩合 光昭∥著 辰巳出版

673 ☆ アマゾンのすごいルール 佐藤 将之∥著 宝島社

699 「徹子の部屋」の花しごと 石橋 恵三子∥著 産業編集センター

723S ゴッホのあしあと 原田 マハ∥著 幻冬舎

726 ゴールデンカムイ　13 野田 サトル∥著 集英社

772 もう言っとかないと 中村 メイコ∥著 集英社インターナショナル

779 ☆ いちのすけのまくら 春風亭 一之輔∥著 朝日新聞出版

779 一発屋芸人列伝 山田ルイ53世∥著 新潮社

780S 定年からの寝ながらできる簡単筋トレ 比嘉 一雄∥著 宝島社

【手芸・料理・家事・技術】

【産業】

【芸能・工芸・スポーツ・まんが・】



816 短くても気持ちが伝わる手紙・はがき・一筆箋きちんとマナーハンドブック 杉本 祐子∥著 主婦の友社

910.2 私の中の山岡荘八 山内 健生∥著 展転社

910.2 渡辺淳一のすべて 渡辺 淳一∥[ほか]著 集英社

910.2 日本のヤバい女の子 はらだ 有彩∥著 柏書房

911.4 シルバー川柳入門 水野 タケシ∥著 河出書房新社

911.4 サラリーマン川柳やみつき傑作選 やく みつる∥選 NHK出版

914.6 おなかがすいたハラペコだ。　2 椎名 誠∥著 新日本出版社

914.6 とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下 奈都∥著 扶桑社

914.6 天国飯と地獄耳 岡田 育∥著 キノブックス

914.6 きんじよ いしい しんじ∥著 ミシマ社

914.6 話しベタですが… 浅田 次郎∥[ほか]著 河出書房新社

914.6 しない。 群 ようこ∥著 集英社

914.6S 人間にとって病いとは何か 曽野 綾子∥著 幻冬舎

915.6 やっぱり食べに行こう。 原田 マハ∥著 毎日新聞出版

915.6B ビロウな話で恐縮です日記 三浦 しをん∥著 新潮社

933 白墨人形 C.J.チューダー∥著 文藝春秋

933 奥のほそ道 リチャード　フラナガン∥著 白水社

933B 欧州開戦　3・4 マーク　グリーニー∥著 新潮社

953 モンテ・クリスト伯　1～7 アレクサンドル　デュマ∥作 岩波書店

F 解死人次郎左 新井 政美∥著 河出書房新社

F ASK 新堂 冬樹∥著 集英社

F ミルク・アンド・ハニー 村山 由佳∥著 文藝春秋

F ロンリネス 桐野 夏生∥著 光文社

F 万引き家族 是枝 裕和∥著 宝島社

【ことば・話し方】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

【小説】



F 真夜中の子供 辻 仁成∥著 河出書房新社

F 六月の雪 乃南 アサ∥著 文藝春秋

F 偽姉妹 山崎 ナオコーラ∥著 中央公論新社

F 火花散る あさの あつこ∥著 PHP研究所

F 人間に向いてない 黒澤 いづみ∥著 講談社

F 未来 湊 かなえ∥著 双葉社

F 火影に咲く 木内 昇∥著 集英社

F 恋の川、春の町 風野 真知雄∥著 KADOKAWA

F ファーストラヴ 島本 理生∥著 文藝春秋

F 長兵衛天眼帳 山本 一力∥著 KADOKAWA

F がいなもん 松浦武四郎一代 河治 和香∥著 小学館

F パパはわるものチャンピオン 藤村 享平∥脚本 岩崎書店

F スタンドアップ! 五十嵐 貴久∥著 PHP研究所

F 青嵐の坂 葉室 麟∥著 KADOKAWA

F さしすせその女たち 椰月 美智子∥著 KADOKAWA

F 福家警部補の考察 大倉 崇裕∥著 東京創元社

F 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村 深月∥著 講談社

F 天子蒙塵　'第3巻 浅田 次郎∥著 講談社

FB 敦盛おくり 佐伯 泰英∥著 新潮社

FB 終末なにしてますか?もう一度だけ、会えますか?　'#06 枯野 瑛∥著 KADOKAWA

FB 薬草令嬢ともふもふの旦那様 江本 マシメサ∥著 集英社

FB 最期 小杉 健治∥著 集英社

H291 北海道ベストプラン　'[2018] 昭文社

J0 モノのはじまりえほん 荒俣 宏∥監修 日本図書センター

J2 篤姫 加来 耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

J2 世界のふしぎなぜ?どうして? 伊藤 純郎∥監修 高橋書店

J2 田尻智 菊田 洋之∥構成 小学館

【　児童書　】

【北海道資料】

  
 
 
 絵本もあるの
で、見てください
ね。。 

 直木賞 

 受賞作品です。 



J2 嘉納治五郎 真田 久∥監修 小学館

J3 好きなモノから見つけるお仕事　1～3 藤田 晃之∥監修 学研プラス

J3 まなぶ 長倉 洋海∥著 アリス館

J3 コミュニケーションナビ話す・聞く　1～3 鈴木出版

J3 こども孫子の兵法 齋藤 孝∥監修 日本図書センター

J3 よくわかる大使館 河東 哲夫∥監修 PHP研究所

J3 「ふつう」ってなんだ? ReBit∥監修 学研プラス

J3 刑務所しか居場所がない人たち 山本 譲司∥著 大月書店

J4 惑星のきほん 室井 恭子∥著 誠文堂新光社

J4 星のきほん 駒井 仁南子∥著 誠文堂新光社

J4 太陽のきほん 上出 洋介∥著 誠文堂新光社

J4 月のきほん 白尾 元理∥著 誠文堂新光社

J4 ざんねんないきもの事典　続々 今泉 忠明∥監修 高橋書店

J4 動物進化ミステリーファイル 大渕 希郷∥著 実業之日本社

J4 うんこ図鑑 荒俣 宏∥監修 日本図書センター

J7 滞空型キッズおり紙ヒコーキ 戸田 拓夫∥著 いかだ社

J8 モノの数え方えほん 町田 健∥監修 日本図書センター

J9 ゲンちゃんはおサルじゃありません 阿部 夏丸∥作 講談社

J9 絵物語古事記 富安 陽子∥文 偕成社

J9 ようかいとりものちょう　8 大崎 悌造∥作 岩崎書店

J9 ふつうやない!はなげばあちゃん 山田 真奈未∥さく　え 福音館書店

J9 だんまりうさぎとおほしさま 安房 直子∥作 偕成社

J9 体育館の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社

J9 菜の子ちゃんとキツネ力士 富安 陽子∥作 福音館書店

J9 しゅくだいクロール 福田 岩緒∥作　絵 PHP研究所

J9 ウシクルナ! 陣崎 草子∥著 光村図書出版

J9 本屋さんのルビねこ 野中 柊∥作 理論社

J9 メロンに付いていた手紙 本田 有明∥文 河出書房新社

J9 キャベたまたんてい大ピンチ!ミクロのぼうけん 三田村 信行∥作 金の星社

J6 獣医師になるには 井上 こみち∥著 ぺりかん社

J9 名探偵ホームズ踊る人形 アーサー　コナン　ドイル∥作 理論社



J9 つる花の結び　上・下 [紫式部∥著] 理論社

J9 スマイル・ムーンの夜に 宮下 恵茉∥著 ポプラ社

J9 ケンタウロスのポロス ロベルト　ピウミーニ∥作 岩波書店

J9 シンデレラのねずみ 斉藤 洋∥作 偕成社

J9 幸福の王子 オスカー　ワイルド∥原作 バジリコ

J9 つる花の結び [紫式部∥著] 理論社

E あし にょきにょき 深見 春夫∥作　絵 岩崎書店

E あしにょきにょきにょき 深見 春夫∥作　絵 岩崎書店

E あなたのことがだいすき えがしら みちこ∥文　絵 KADOKAWA

E あのねあのね えがしら みちこ∥作 あかね書房

E ウサギとカメ [イソップ∥原作] 岩崎書店

E いなかのネズミとまちのネズミ [イソップ∥原作] 岩崎書店

E アリとハト [イソップ∥原作] 岩崎書店

E きたかぜとたいよう [イソップ∥原作] 岩崎書店

E ずるいコウモリ [イソップ∥原作] 岩崎書店

E きんのおの [イソップ∥原作] 岩崎書店

E キツネとぶどう [イソップ∥原作] 岩崎書店

E ライオンとネズミ [イソップ∥原作] 岩崎書店

E アリとキリギリス [イソップ∥原作] 岩崎書店

E おはぎやまのいちにち 西東∥作　絵 PHP研究所

E おしりびより 酒巻 恵∥作 WAVE出版

E パンダくんのおかいもの ヤスダ ユミコ∥さく パイインターナショナル

E おつかいありさん 関根 榮一∥詞 ひさかたチャイルド

E おしりどろぼう 陣崎 草子∥作 くもん出版

E かっぱちゃんとこおにちゃんとおばけちゃん マリマリマーチ∥さく　え 教育画劇

E かえるくんのおさんぽ きもと ももこ∥さく 福音館書店

E かっこいいぞ！くわがたむし　'２０１８－７ 大久保  茂徳∥監修 チャイルド本社



E きみちゃんとふしぎねこ 藤原 ヒロコ∥さくえ ひさかたチャイルド

E ９９９ひきのきょうだいのほしをさがしに 木村  研∥ぶん チャイルド本社

E この計画はひみつです ジョナ　ウィンター∥文 鈴木出版

E こわめっこしましょ tupera tupera∥さく 絵本館

E さくらんぼたべたい！ 小林  ゆき子∥さく・え チャイルド本社

E さかさのこもりくんとてんこもり あきやま ただし∥作　絵 教育画劇

E せんそうをはしりぬけた『かば』でんしゃ 間瀬 なおかた∥作　絵 ひさかたチャイルド

E せかいでさいしょのポテトチップス アン　ルノー∥文 BL出版

E せかいかえるかいぎ 近藤 薫美子∥作　絵 ポプラ社

E そらからふるものなんだっけ? 岩田 明子∥ぶん　え 大日本図書

E そうべえときじむなー たじま ゆきひこ∥作 童心社

E ちょうちょのためにドアをあけよう ルース　クラウス∥文 岩波書店

E おしらさま 柳田 国男∥原作 汐文社

E どしゃぶり おーなり 由子∥ぶん 講談社

E なすのぼうや 久住 卓也∥作絵 ポプラ社

E にじさんにじさんどこいった かわかみ たかこ∥作 ほるぷ出版

E ぼく、おたまじゃくし? 田島 征三∥作　絵 佼成出版社

E またまた ねえ、どれがいい? ジョン　バーニンガム∥さく 評論社

E 森の戦士ボノロン 15 きたはら せいぼう∥ぶん コアミックス

E ようかいしりとり おくはら ゆめ∥作 こぐま社

E よ～く、みて! アニェーゼ　バルッツィ∥作 小学館

E わたしのものよ マルー∥えとぶん WAVE出版

E よるのわがしやさん 穂高 順也∥文 文溪堂

PS たのしいクリスマスのじゅんび たんじ あきこ∥作 絵 教育画劇

PS おむかえ  だあれ？ 礒  みゆき∥脚本 童心社

PS せつぶんとおに みやざき ひろかず∥作 絵 教育画劇

PS しくしくブタはわらうかな 内田  麟太郎∥脚本 童心社

PS おかしのしまのハロウィンパーティー にしもと おさむ∥作 絵 教育画劇

PS じゅんびはいいかな?ひなまつり はせがわ さとみ∥作 教育画劇

PS キラキラぼしのたなばた あくざわ めぐみ∥作 絵 教育画劇

PS こどものひのさがしもの 田中 六大∥作 絵 教育画劇

 
ポテトチップス 
誕生の物語 
です。 



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８月号】　２０１８年７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


