
007 コンピュータ、どうやってつくったんですか? 川添 愛∥著 東京書籍

007 ★ the four GAFA　四騎士が創り変えた世界 スコット　ギャロウェイ∥著 東洋経済新報社

007 Microsoft再始動する最強企業 上阪 徹∥著 ダイヤモンド社

141 消えるB型 山上 一∥著 文芸社

148 手だけで本性がわかる YUTAKA∥著 自由国民社

159 あの頃の自分にガツンと言いたい 野々村 友紀子∥著 産業編集センター

159 お母さん、年末、実家に帰らなければダメですか? 心屋 仁之助∥著 廣済堂出版

159 65歳何もしない勇気 樋口 裕一∥著 幻冬舎

288 池上彰の「天皇とは何ですか?」 池上 彰∥著 PHP研究所

289.1 走り続ける力 山中 伸弥∥著 毎日新聞出版

289.1 20歳(はたち)のソウル 中井 由梨子∥作 小学館

304S 知らなきゃよかった 池上 彰∥著 文藝春秋

312 平成を愚民の時代にした30人のバカ 適菜 収∥著 宝島社

324 認知症になった親の財産と生活を守る12のメソッド 外岡 潤∥著 日本法令

　　　　　　　　  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）

（平成３０年９月１日～３０日分）

【地理・歴史・伝記】

【社会・資格・教育】

【総記】  ★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】

図書館の新着情報

2018.10
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326 サリン事件死刑囚中川智正との対話 アンソニー　トゥー∥著 KADOKAWA

330 キミのお金はどこに消えるのか 井上 純一∥著 KADOKAWA

335 小さくても輝く街の業者たち 石川 文洋∥著 新日本出版社

338 為替が動くと、世の中どうなる? 角川 総一∥著 すばる舎

361 くらべる日本 おかべ たかし∥文 東京書籍

361S ★ 世界が感動する日本の「当たり前」 マンリオ　カデロ∥著 小学館

366 女子のための「手に職」図鑑 華井 由利奈∥著 光文社

368 ヤクザの幹部をやめて、うどん店はじめました。 廣末 登∥著 新潮社

369 ひきこもりでいいみたい 芦沢 茂喜∥著 生活書院

369 かんたん!楽しい壁面かざりアイデア集 ブティック社

371 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社∥編 ポプラ社

371 学校は行かなくてもいい 小幡 和輝∥著 健康ジャーナル社

379 スマホに負けない子育てのススメ 諸富 祥彦∥著 主婦の友社

379 小学生の学力は「ノート」で伸びる! 親野 智可等∥著 すばる舎

379 東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやっているシンプルな勉強法 河野 玄斗∥著 KADOKAWA

392 自衛隊の弱点 飯柴 智亮∥著 集英社インターナショナル

451 虹の図鑑 武田 康男∥文　写真 緑書房

480 生まれたときからせつない動物図鑑 ブルック　バーカー∥著 ダイヤモンド社

487 回転寿司になれる魚図鑑 松浦 啓一∥監修 主婦の友社

490 佳く生きる 天野 篤∥著 セブン&アイ出版

493 子どもの「集中力」は食事で引き出せる 上原 まり子∥著 青春出版社

493 子どもの便秘は今すぐなおせ 松生 恒夫∥著 主婦の友社

493 大丈夫!何とかなります肝機能は改善できる 泉 並木∥監修 主婦の友社

【自然・理数・健康】
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495 選べなかった命 河合 香織∥著 文藝春秋

498 そろそろ、やせることにしました 田中 啓之∥著 KADOKAWA

498 も～っとずぼらヨガ 崎田 ミナ∥著 飛鳥新社

498 こちらインドネシア タケノコ診療所です 山田 晴男∥著 リーブル出版

498 妊娠中に食べたいごはん 山田 奈美∥著 家の光協会

498 「ゴースト血管」に効く!1分かかと上げ下げ 伊賀瀬 道也∥著 河出書房新社

590 主婦力ゼロからのやってみた家事 マルサイ∥著 大和書房

593 心地良い暮らし着 ブティック社

595 ★ ゼロトレ 石村 友見∥著 サンマーク出版

596 夜9時からの飲めるちょいメシ サルボ恭子∥著 家の光協会

596 やっぱり食いしん坊な歳時記 辰巳 琢郎∥著 集英社

596 しあわせホルモンセロトニンで心がかるーくなるごはん 有田 秀穂∥医学監修 主婦の友社

596 子どもが喜ぶ自然派おやつ 脇 雅世∥著 主婦の友社

596 97歳梅干し名人 人生のいい塩梅 藤巻 あつこ∥著 PHP研究所

596 ワンボウルクッキング ヤミー∥著 主婦の友社

596 私の紅茶時間 武井 由佳∥著 信濃毎日新聞社

597 PLUS 1 Living 　№104　Autumn 株式会社主婦の友社

599 お母さんみたいな母親にはなりたくないのに 田房 永子∥著 河出書房新社

645 牛たちの知られざる生活 ロザムンド　ヤング∥著 アダチプレス

694 人生を豊かにするスマホとの付き合い方 石川 結貴∥著 花伝社

【手芸・料理・家事・技術】

【  産業  】
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699 君は玉音放送を聞いたか 秋山 久∥著 旬報社

726 キャプテン翼のつくり方 高橋 陽一∥著 repicbook

726 ★ 中国嫁日記　 6 井上 純一∥著 KADOKAWA

726 私の八月十五日　6 今人舎

726 マリコ、うまくいくよ 益田 ミリ∥著 新潮社

726 スヌーピーともだちって、こういうこと チャールズ　M.シュルツ∥著 朝日新聞出版

754 家族がよろこぶダンボール工作 pika∥著 日本ヴォーグ社

762 くよくよしない力 フジコ　ヘミング∥著 秀和システム

778B かぐや姫の物語 スタジオジブリ∥編 文藝春秋

783 清原和博告白 清原 和博∥著 文藝春秋

783S なにもできない夫が、妻を亡くしたら 野村 克也∥著 PHP研究所

801 見たまま書くだけ!宣伝・貼り紙・注意書き6カ国語文例集 看板　掲示板研究会∥編 新星出版社

810 ちょっと待った!その言葉 安井 二美子∥著 花伝社

814 くらべてわかるオノマトペ 小野 正弘∥著 東洋館出版社

911.3 奥の細道迷い道 吉行 和子∥著 集英社インターナショナル

911.5 バウムクーヘン 谷川 俊太郎∥著 ナナロク社

911.5 入所待ち あたるしましょうご中島省吾∥著 澪標

914.6 ほんのきもち 朝吹 真理子∥著 扶桑社

914.6 咳をしても一人と一匹 群 ようこ∥著 KADOKAWA

【芸能・工芸・スポーツ・まんが】

【ことば・話し方】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】
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914.6 三谷幸喜のありふれた生活　15 三谷 幸喜∥著 朝日新聞出版

914.6 切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本 ばなな∥著 幻冬舎

914.6 七〇歳年下の君たちへ 五木 寛之∥著 新潮社

914.6 ヨーコさんの“言葉”　じゃ、どうする 佐野 洋子∥文 講談社

914.6 大人の女といわれる生き方 家田 荘子∥著 さくら舎

914.6 あぁ、くたびれた。 高峰 秀子∥著 河出書房新社

914.6S 日本の美徳 瀬戸内 寂聴∥著 中央公論新社

914.6S 人生の値打ち 曽野 綾子∥著 ポプラ社

916 人殺しの息子と呼ばれて 張江 泰之∥著 KADOKAWA

916 亜由未が教えてくれたこと 坂川 裕野∥著 NHK出版

916 さよなら、うつ。 一色 伸幸∥作 アスコム

917 君の唇に色あせぬ言葉を 阿久 悠∥著 河出書房新社

933 こうしてイギリスから熊がいなくなりました ミック　ジャクソン∥著 東京創元社

933 変わったタイプ トム　ハンクス∥著 新潮社

F シンドローム　上・下 真山 仁∥著 講談社

F 破蕾 冲方 丁∥著 講談社

F ブロードキャスト 湊 かなえ∥著 KADOKAWA

F 日傘を差す女 伊集院 静∥著 文藝春秋

F ★ 凍てつく太陽 葉真中 顕∥著 幻冬舎

F 美凶神YIG　上・下 菊地 秀行∥著 創土社

F すぐ死ぬんだから 内館 牧子∥著 講談社

F 下町ロケット 池井戸 潤∥著 小学館

F むすびつき 畠中 恵∥著 新潮社

F 燃える波 村山 由佳∥著 中央公論新社

F ガラスの殺意 秋吉 理香子∥著 双葉社

【小説】
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F 送り火 高橋 弘希∥著 文藝春秋

F 骸の鍵 麻見 和史∥著 双葉社

F インジョーカー 深町 秋生∥著 幻冬舎

F 悪玉伝 朝井 まかて∥著 KADOKAWA

F 赤い風 梶 よう子∥著 文藝春秋

F マトリョーシカ・ブラッド 呉 勝浩∥著 徳間書店

F 星をつなぐ手 村山 早紀∥著 PHP研究所

F ハレルヤ 保坂 和志∥著 新潮社

F しき 町屋 良平∥著 河出書房新社

F スケルトン・キー 道尾 秀介∥著 KADOKAWA

F 音叉 高見澤 俊彦∥著 文藝春秋

F 焦土の刑事 堂場 瞬一∥著 講談社

F 秘録島原の乱 加藤 廣∥著 新潮社

F 正義の申し子 染井 為人∥著 KADOKAWA

F 友を待つ 本城 雅人∥著 東京創元社

F 大奥づとめ 永井 紗耶子∥著 新潮社

F 母のあしおと 神田 茜∥著 集英社

F 冷たい檻 伊岡 瞬∥著 中央公論新社

F ボーダレス 誉田 哲也∥著 光文社

F 蝶のゆくへ 葉室 麟∥著 集英社

F ツキマトウ 真梨 幸子∥著 KADOKAWA

F 四十歳、未婚出産 垣谷 美雨∥著 幻冬舎

F 政宗の遺言 岩井 三四二∥著 エイチアンドアイ

F 銀魂　2 空知 英秋∥原作 集英社

F 能面検事 中山 七里∥著 光文社

F 地に滾る あさの あつこ∥著 祥伝社

F ふたりぐらし 桜木 紫乃∥著 新潮社

F 任俠浴場 今野 敏∥著 中央公論新社

F 引火点 笹本 稜平∥著 幻冬舎
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F オブジェクタム 高山 羽根子∥著 朝日新聞出版

F ペットシッターちいさなあしあと 高森 美由紀∥著 産業編集センター

F 一度だけ 益田 ミリ∥著 幻冬舎

F ざんねんなスパイ 一條 次郎∥著 新潮社

F 無限の玄/風下の朱 古谷田 奈月∥著 筑摩書房

F 静かに、ねぇ、静かに 本谷 有希子∥著 講談社

F 誘拐の免罪符 小島 正樹∥著 南雲堂

FB 影の守護者 堂場 瞬一∥[著] 講談社

FB 夏の雪 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

FB 心霊探偵八雲 神永 学∥[著] KADOKAWA

FB すててこ 奥山 景布子∥著 集英社

FB ドM侍女と亡国の王子<笑> 秋杜 フユ∥著 集英社

FB 真珠姫の再婚 高山 ちあき∥著 集英社

FB 招かれざる小夜啼鳥は死を呼ぶ花嫁 久賀 理世∥著 集英社

FB だから見るなといったのに 恩田 陸∥著 新潮社

FB 椿落つ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

FB 魔法科高校の劣等生　26 佐島 勤∥[著] KADOKAWA

FB 夢の浮橋 小杉 健治∥著 祥伝社

FS 十津川警部海の見える駅 西村 京太郎∥著 小学館

H291 スロウ　２０１８年夏号 ソーゴー印刷

H596 私たちが食べ伝えたい北海道郷土料理 星澤 幸子∥著 中央公論新社

J1 池上彰のよくわかる世界の宗教　イスラム教 池上 彰∥著 丸善出版

J1 池上彰のよくわかる世界の宗教　アメリカの宗教 池上 彰∥著 丸善出版

J1 池上彰のよくわかる世界の宗教　キリスト教 池上 彰∥著 丸善出版

J1 池上彰のよくわかる世界の宗教　仏教 池上 彰∥著 丸善出版

J1 3分後にゾッとする話 並木 伸一郎∥著 理論社

J2 木戸孝允 加来 耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

J2S 10代に語る平成史 後藤 謙次∥著 岩波書店

【　児童書　】

【北海道資料】
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J3 池上彰のはじめてのお金の教科書 池上 彰∥著 幻冬舎

J3 ヒロシマをのこす 佐藤 真澄∥著 汐文社

J3 ゲンバクとよばれた少年 中村 由一∥著 講談社

J3 日本のおかしな現代妖怪図鑑 朝里 樹∥著 幻冬舎

J3 わたしのくらし世界のくらし マット　ラマス∥作　絵 汐文社

J3 先生は教えてくれない就活のトリセツ 田中 研之輔∥著 筑摩書房

J3 清水式定期テストで結果を出す50の習慣 清水 章弘∥著 PHP研究所

J4 臨床検査技師になるには 岩間 靖典∥著 ぺりかん社

J4 ぼくは恐竜探険家! 小林 快次∥著 講談社

J4 ドラえもん科学ワールド人類進化の不思議 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館

J4 やりすぎ恐竜図鑑 小林 快次∥監修 宝島社

J4 おどろき!変身する生き物 学研プラス

J5 バイオ技術者・研究者になるには 堀川 晃菜∥著 ぺりかん社

J7 みんなちがって、それでいい 宮崎 恵理∥著 ポプラ社

J7 小平奈緒 甲斐 毅彦∥編 汐文社

J7 高木菜那・美帆 林 直史∥著 汐文社

J7 忍者の迷路 香川 元太郎∥作　絵 PHP研究所

J7 3日で25メートル泳げちゃう本 加藤 義範∥著 青月社

J7 女の子だって、野球はできる! 長谷川 晶一∥著 ポプラ社

J9 しなやかな心が育つ世界のお話ベスト100 横山 洋子∥監修 学研プラス

J9 暗号クラブ ペニー　ワーナー∥著 KADOKAWA

J9 ハーブ魔女とふしぎなかぎ あんびる やすこ∥作　絵 ポプラ社

J9 5分後に切ないラスト エブリスタ∥編 河出書房新社

J9 しなやかな心が育つ日本のお話ベスト100 横山 洋子∥監修 学研プラス

J9 セパ! 虹山 つるみ∥作 ポプラ社

J9 かいけつゾロリのドラゴンたいじ　2 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社

J9 おりょうり犬ポッピー ハンバーグへんしんじけん 丘紫 真璃∥作 ポプラ社
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J9 みちのく妖怪ツアー 佐々木 ひとみ∥作 新日本出版社

J9 おばけのソッチぞびぞびオーディション 角野 栄子∥さく ポプラ社

J9 5分後に恋の結末 橘 つばさ∥著 学研プラス

J9 おくれてきたうさぎさんたちのおはなし 依田 正夫∥著 東洋出版

J9 ヒーロー&ヒロインに会おう!古典を楽しむきっかけ大図鑑　第1～3鑑 齋藤 孝∥監修 日本図書センター

J9 伝説の巨大ハリケーン メアリー　ポープ　オズボーン∥著 KADOKAWA

J9 インクレディブル・ファミリー スーザン　フランシス∥作 偕成社

J9 ヨッちゃんのよわむし 那須 正幹∥作 ポプラ社

J9 宝島 R.L.スチーブンソン∥作 ポプラ社

J9 おれからもうひとりのぼくへ 相川 郁恵∥作 岩崎書店

J9 ふたりはとっても本がすき! 如月 かずさ∥作 小峰書店

J9 秘密基地のつくりかた教えます 那須 正幹∥作 ポプラ社

J9 ガラスの梨 越水 利江子∥作 ポプラ社

J9 あいことばは名探偵 杉山 亮∥作 偕成社

J9 ぼくがスカートをはく日 エイミ　ポロンスキー∥著 学研プラス

J9 わたしが少女型ロボットだったころ 石川 宏千花∥著 偕成社

J9 南西の風やや強く 吉野 万理子∥著 あすなろ書房

E がんばれ!クリームパンダ やなせ たかし∥原作 フレーベル館

E あきぞらさんぽ えがしら みちこ∥作 講談社

E いっしょにのぼろう マリアンヌ　デュブク∥作 TAC株式会社出版事業部

E いくつになっても きむら ゆういち∥文　絵 講談社

E イマジンドリル かわきた あき∥さく いろは出版

E イヤイヤ!ブブタのパンやでイヤイヤ! たかい よしかず∥さく　え 主婦の友社

E 伊賀のキャベ丸 川端 誠∥作 BL出版

E 行ったり来たり大通り 五味 太郎∥作 絵本館

E いいまちがいちゃん のぶみ∥さく WAVE出版

E えがないえほん B.J.ノヴァク∥さく 早川書房

E おすわりどうぞ しもかわら ゆみ∥作 講談社

E おむつのなか、みせてみせて! ヒド　ファン　ヘネヒテン∥文　絵 パイインターナショナル

【　絵本　】
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E おばあちゃんのはこぶね M.B.ゴフスタイン∥作　絵 現代企画室

E おばけのかくれんぼべんとう 木坂 涼∥文 教育画劇

E おやすみなさいトマトちゃん エリーザ　マッツォーリ∥文 きじとら出版

E おばけばたけ 林 なつこ∥作 マイクロマガジン社

E おどりたいの 豊福 まきこ∥作 BL出版

E おにたくんのおにぎり はしもと えつよ∥さく・え チャイルド本社

E おいも いろいろ なんの いも 内野 美恵∥監修 チャイルド本社

E おいもころころ いもと ようこ∥文　絵 金の星社

E ★ おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ∥作　絵 PHP研究所

E かにのしょうばい 新美 南吉∥作 鈴木出版

E からっぽマヨネーズ ねじめ 正一∥作 鈴木出版

E としょかんやさん 魚瀬 ゆう子∥ぶん 桂書房

E けっこんしき 鈴木 のりたけ∥作 ブロンズ新社

E シロクマのしゅくだい ティラ　ヒーダー∥作 絵本塾出版

E じゃぐちげきじょう いのうえ まこと∥さく・え チャイルド本社

E スタンリーとちいさな火星人 サイモン　ジェームズ∥作 あすなろ書房

E すなのたね シビル　ドラクロワ∥作 講談社

E せきらんうんのいっしょう 荒木 健太郎∥さく ジャムハウス

E せかいいちのいちご 林 木林∥作 小さい書房

E せんたくばさみのサミー ひらぎ みつえ∥作　絵 鈴木出版

E ソフィーとちいさなおともだち パット　ジトロー　ミラー∥文 光村教育図書

E だいすきライオンさん ジム　ヘルモア∥文 フレーベル館

E つたえたいことば きむら ゆういち∥文 講談社

E つきのひみつ　2018-9 縣 秀彦∥監修 チャイルド本社

E てんぐ 杉山 亮∥作 ポプラ社
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E トムとジェリーの昆虫の迷路 ヤマグチ アキラ∥絵 河出書房新社

E でんでらの 柳田 国男∥原作 汐文社

E トムとジェリーをさがせ!まほう!にんぽう!ミラクルたいけつ 牧野 タカシ∥絵 河出書房新社

E トイレにいきたい！ 新井 洋行∥さく・え チャイルド本社

E ねこちゃんどうしたの? ひだの かな代∥えとぶん みらいパブリッシング

E ねずみくんのうんどうかい なかえ よしを∥作 ポプラ社

E ハンカチさがし 森山 京∥さく 文溪堂

E パンのずかん 大森 裕子∥作 白泉社

E ひとりぼっちもいいよ 和田 澄∥文 文芸社

E ぴちぱちさくさく 若菜 ひとし∥作 ひさかたチャイルド

E ふしぎなしっぽのねこカティンカ ジュディス　カー∥作　絵 徳間書店

E ふねのとしょかん いしい つとむ∥[作] 文研出版

E ふるふるフルーツ ひがし なおこ∥文 学研教育みらい

E ふねひこうきバスきしゃ 塚本 やすし∥作 くもん出版

E ホッシーちゃんとみどりのほし 小桜 としえ∥さく・え チャイルド本社

E ぼくここにいるよ マスダ カルシ∥著 静岡新聞社

E ぼくのひまわりおじさん チャンキー松本∥絵と物語 文屋

E ぼくがいちばん!すごいでしょ サトシン∥作 PHP研究所

E ポコポコゼリー さかい さちえ∥[作] 教育画劇

E まねきねこだいさくせん! 澤野 秋文∥作 講談社

E まちのくるま コヨセ ジュンジ∥さく WAVE出版

E みーせーて スギヤマ カナヨ∥著 アリス館

E 虫にんじゃ 大塚 健太∥作 パイインターナショナル

E もうどう犬べぇべ セアまり∥文 ほるぷ出版

E やきいもやゴンラ ながい いくこ∥作 ポプラ社

E ライオンの風をみたいちにち あべ 弘士∥著 佼成出版社

PS なまけものくんのおうち ひだのかな代∥脚本・絵 童心社

PS からいもとどろぼう さえぐさ ひろこ∥脚本 童心社
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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
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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。
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