
019 絵本は心のへその緒 　松居 直∥著 　ブックスタート

024 本屋の新井 　新井 見枝香∥著 　講談社

141 色と性格の心理学 　ポーポー　ポロダクション∥著 　日本文芸社

159 ★ 夢本 　鎌田　敏 デザインエッグ株式会社

167 笑える腹立つ(ムカつく)イスラム夫と共存中 　ハスナ∥著 　飛鳥新社

175 神社のどうぶつ図鑑 　茂木 貞純∥監修 　二見書房

210S 姫君たちの明治維新 　岩尾 光代∥著 　文藝春秋

288 美智子さまの時代 　朝日新聞出版∥編 　朝日新聞出版

293 人生はどこでもドア 　稲垣 えみ子∥著 　東洋経済新報社

302 わたしの町は戦場になった 　ミリアム　ラウィック∥著 　東京創元社

304
永田町・霞が関とマスコミに巣食うクズな
んてゴミ箱へ捨てろ! 　ケント　ギルバート∥著 　祥伝社

323 憲法問答 　橋下 徹∥著 　徳間書店

332 GAFA vs.中国 　渡邉 哲也∥著 　ビジネス社

338 日銀日記 　岩田 規久男∥著 　筑摩書房

345 自分ですらすらできる確定申告の書き方  [平成30年度版] 　渡辺 義則∥著 　KADOKAWA

367 没イチ 　小谷 みどり∥著 　新潮社

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）

【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】

【地理・歴史・伝記】

【社会・資格・教育】

2018.12
平成３０年１１月１日～１１月３０日分

1 ページ



368 虐殺のスイッチ 　森 達也∥著 　出版芸術社

369 仕事と介護の両立に悩んだとき読む本 　山川 仁∥著 　日本能率協会マネジメントセンター

371 スマホ社会の落とし穴 　清川 輝基∥共著 　少年写真新聞社

385 ロシアンブルー先生に教わる美しいしぐさとマニャー 　岩下 宣子∥監修 　新星出版社

469 損する顔得する顔 　山口 真美∥著 　朝日新聞出版

491 がんの時代 　中川 恵一∥著 　海竜社

495 乳がんに負けない!あなたの命を守る食事 　家庭栄養研究会∥編 　食べもの通信社

498 腸活×菌活レシピ100 　田和 璃佳∥執筆 　徳間書店

498 ぐっすり眠れる、美人になれる!読むお風呂の魔法 　小林 麻利子∥著 　主婦の友社

590 すっきり暮らすための家事の仕組みづくり 　主婦の友社∥編 　主婦の友社

594 余り毛糸で楽しく編むかわいい小物100点 　 　ブティック社

596 ポリ袋でつくるたかこさんの焼き菓子 　稲田 多佳子∥著 　誠文堂新光社

596 オイスターソースひと匙で「劇的においしくなる!」レシピ52 　青木 敦子∥著 　扶桑社

596 脳がよみがえる「水煮缶」レシピ 　佐古田 三郎∥監修 　PHP研究所

597 ほったらかし掃除術 　松橋 周太呂∥著 　SBクリエイティブ

597 図解 健康になりたければ家の掃除を変えなさい 　松本 忠男∥著 　扶桑社

599 ママが楽になる絵本レシピ31 　景山 聖子∥[著] 　小学館

599 最新!幼児食新百科mini 　 　ベネッセコーポレーション

726 ゴールデンカムイ　１２ 　野田 サトル∥著 　集英社

726  ★ 名探偵コナン　VOLUME95 　青山 剛昌∥著 　小学館

【自然・理数・健康】

【手芸・料理・家事・技術】

【芸能・工芸・スポーツ・まんが】
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767 凍った脳みそ 　後藤 正文∥著 　ミシマ社

772 すべての道は役者に通ず 　春日 太一∥著 　小学館

785 だれでもどこでも泳げるようになる!水泳大全 　鈴木 大地∥編著 　東洋館出版社

791 好日日記 　森下 典子∥著 　パルコエンタテインメント事業部

791B ★ 日日是好日 　森下 典子∥著 　新潮社

809 65歳から頭がよくなる言葉習慣 　樋口 裕一∥著 　さくら舎

911.5 許そう。 　葉 祥明∥著 　日本標準

914.6 猫がいなけりゃ息もできない 　村山 由佳∥著 　ホーム社

914.6 六十歳からの人生 　曽野 綾子∥著 　興陽館

914.6 となりの脳世界 　村田 沙耶香∥著 　朝日新聞出版

914.6 芸能の不思議な力 　なかにし 礼∥著 　毎日新聞出版

914.6 「違うこと」をしないこと 　吉本 ばなな∥著 　KADOKAWA

914.6 先生、ちょっと人生相談いいですか? 　瀬戸内 寂聴∥著 　集英社インターナショナル

914.6 出会って別れて、なぜ悪い? 　松尾 スズキ∥著 　朝日新聞出版

914.6 アディオス!ジャパン 　真山 仁∥著 　毎日新聞出版

914.6B まあまあの日々 　群 ようこ∥[著] 　KADOKAWA

916 ボンちゃんは82歳、元気だよ! 　石山 春平∥著 　社会評論社

916 “介護後”うつ 　安藤 和津∥著 　光文社

918 日本文学全集　　05 　池澤 夏樹∥個人編集 　河出書房新社

933 ブラック・スクリーム 　ジェフリー　ディーヴァー∥著 　文藝春秋

933 ダライ・ラマの猫 　デビッド　ミチー∥著 　二見書房

F 刀と算盤 　谷津 矢車∥著 　光文社

F バロルの晩餐会 　夢枕 獏∥作 　KADOKAWA

F 沈黙のパレード 　東野 圭吾∥著 　文藝春秋

F 佐野洋子の動物ものがたり 　佐野 洋子∥著 　小学館

【ことば・話し方】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

【小説】
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F 本好きの下剋上　貴族院外伝1年生 　香月 美夜∥著 　TOブックス

F 時代 　本城 雅人∥著 　講談社

F ウェディングプランナー 　五十嵐 貴久∥著 　祥伝社

F 14歳、明日の時間割 　鈴木 るりか∥著 　小学館

F 春は始まりのうた 　小路 幸也∥著 　祥伝社

F 男たちの船出 　伊東 潤∥著 　光文社

F チンギス紀　3 　北方 謙三∥著 　集英社

F 掟上今日子の乗車券 　西尾 維新∥著 　講談社

F ダンデライオン 　中田 永一∥著 　小学館

F エムエス 　今野 敏∥著 　講談社

F どんまい 　重松 清∥著 　講談社

F 神さまを待っている 　畑野 智美∥著 　文藝春秋

F その先の道に消える 　中村 文則∥著 　朝日新聞出版

F 群青の魚 　福澤 徹三∥著 　光文社

F 白いジオラマ 　堂場 瞬一∥著 　中央公論新社

F 黄泉坂案内人　[4条目] 　仁木 英之∥著 　KADOKAWA

F ぼくは朝日 　朝倉 かすみ∥著 　潮出版社

F 野の春 　宮本 輝∥著 　新潮社

F 東京輪舞(ロンド) 　月村 了衛∥著 　小学館

F 戒名探偵卒塔婆くん 　高殿 円∥著 　KADOKAWA

F 血の雫 　相場 英雄∥著 　新潮社
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F 手をつないだままさくらんぼの館で 　令丈 ヒロ子∥著 　KADOKAWA

F 人間狩り 　犬塚 理人∥著 　KADOKAWA

F エリザベスの友達 　村田 喜代子∥著 　新潮社

F 最終標的 　笹本 稜平∥著 　徳間書店

FB 後宮剣華伝 　はるおか りの∥著 　集英社

FB レトロゲームファクトリー 　柳井 政和∥著 　新潮社

FB 出奔 　小杉 健治∥著 　朝日新聞出版

FB そらのレストラン 　土城 温美∥脚本 　パルコエンタテインメント事業部

FB 火影 　小杉 健治∥著 　祥伝社

FB 相棒　season16上 　輿水 泰弘∥ほか脚本 　朝日新聞出版

FS 泥棒たちの十番勝負 　赤川 次郎∥[著] 　徳間書店

FS オホーツク流氷殺人事件 　葵 瞬一郎∥著 　講談社

FS 十津川警部両国駅3番ホームの怪談 　西村 京太郎∥著 　講談社

H289.1 松浦武四郎の生涯 　更科 源藏∥著 　淡交社

H291 スロウ　２０１８年秋号 第５７号 　 　ソーゴー印刷

H291 ★ 旅人類　２０１７年３月号 Ｖｏｌ．０３・２０１８年３月号ＶＯｌ.０４ 　 　あるた出版

H291 るるぶ冬の北海道　'19 　 　JTBパブリッシング

【北海道資料】
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H519 北海道小清水「オホーツクの村」ものがたり 　竹田津 実∥著 　平凡社

H596 じゃがリンピックのじゃがいも料理　　続 　白滝じゃが生産部会加工班∥編著 　白滝じゃが生産部会加工班

H596 ★ 札幌乙女ごはん。　Vol.3 　松本 あやか∥著 　Dybooks

H783 北海道日本ハムファイターズの食事術 　日本ハム株式会社∥著 　女子栄養大学出版部

J2 天皇と元号の大研究 　高森 明勅∥監修 　PHP研究所

J2 齋藤孝の覚えておきたい日本人 　齋藤 孝∥著 　金の星社

J3 聴導犬こんちゃんがくれた勇気 　高橋 うらら∥著 　岩崎書店

J4 ああ、愛しき古生物たち 　土屋 健∥著 　笠倉出版社

J4 ほろっと泣けるいきもの図鑑 　今泉 忠明∥監修 　学研プラス

J4 アリになった数学者 　森田 真生∥文 　福音館書店

J4 すごいぜ!!動物スポーツ選手権 　新宅 広二∥著 　辰巳出版

J7 マリオのキャラクター大集合図かん 　 　Gzブレイン

J7 距離型キッズおり紙ヒコーキ 　戸田 拓夫∥著 　いかだ社

J8 ことわざキャラクター図鑑 　深谷 圭助∥監修 　日本図書センター

J9 ハートウッドホテル　'　1 　ケイリー　ジョージ∥作 　童心社

J9 明日のランチはきみと 　サラ　ウィークス∥作 　フレーベル館

J9 右手にミミズク 　蓼内 明子∥作 　フレーベル館

【　児童書　】
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J9 風がはこんだ物語 　ジル　ルイス∥文 　あすなろ書房

J9 リスのたんじょうび 　トーン　テレヘン∥著 　偕成社

J9 ボクにできること 　めすこのしっぽ∥文 　文芸社

J9 つっきーとカーコのけんか 　おくはら ゆめ∥作 　佼成出版社

J9 魔女パールと幸運の8つの宝石 　あんびる やすこ∥作　絵 　講談社

J9 クリスマスのあかり 　レンカ　ロジノフスカー∥作 　福音館書店

J9 あやめさんのひみつの野原 　島村 木綿子∥作 　国土社

J9 お願い!フェアリー♥　21 　みずの まい∥作 　ポプラ社

J9 ぎりぎりの本屋さん 　まはら 三桃∥著 　講談社

J9 三銃士 　A.デュマ∥作 　ポプラ社

J9 5分後に皮肉などんでん返し 　エブリスタ∥編 　河出書房新社

J9 5分後に癒されるラスト 　エブリスタ∥編 　河出書房新社

J9 マジックウッズ戦記　1[上] 　クレシッダ　コーウェル∥作 　小峰書店

J9 かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全 　原 ゆたか∥原作　監修 　ポプラ社

J4 救急救命士になるには 　益田 美樹∥著 　ぺりかん社

J4 ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 　バリー　マーシャル∥著 　WAVE出版

J5 宇宙・天文で働く 　本田 隆行∥著 　ぺりかん社

J9 車夫　3 　いとう みく∥作 　小峰書店

J9 クリスマスをとりもどせ! 　マット　ヘイグ∥文 　西村書店

E あいうえおりょうりめしあがれ 　accototo∥著 　イースト・プレス

E いじわるちゃん 　たんじ あきこ∥作　絵 　岩崎書店

【　絵本　】
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E いちにちなぞのいきもの 　ふくべ あきひろ∥さく 　PHP研究所

E いすちゃんです。 　とよた かずひこ∥さく　え 　童心社

E うみのごちそうしろくま 　柴田 ケイコ∥作　絵 　PHP研究所

E おならひめ 　有田 奈央∥ぶん 　新日本出版社

E おわんわん 　乾 栄里子∥さく 　チャイルド本社

E おうちのいえで 　音森 ぽこ∥さく 　チャイルド本社

E こすずめとゆき 　深山 さくら∥文 　佼成出版社

E ゴリラのくつや 　谷口 智則∥作 　あかね書房

E さつまいもおくさん 　もとした いづみ∥作 　小学館

E しんかんせんで  はたらくひと　２０１８－１１ 　西日本旅客鉄道株式会社∥監修 　チャイルド本社

E 鹿踊りのはじまり 　宮沢 賢治∥作 　三起商行

E ぜったいぜったいあけちゃダメッ!! 　アンディ　リー∥作 　永岡書店

E それしかないわけないでしょう 　ヨシタケ シンスケ∥著 　白泉社

E チキンライスがいく。 　はらぺこめがね∥作 　あかね書房

E クリスマスだよ、デイビッド! 　デイビッド　シャノン∥さく 　評論社

E トムとジェリーの動物の迷路 　菅原 卓也∥絵 　河出書房新社

E どうぶつたちのクリスマスって? 　アン　ウィットフォード　ポール∥ぶん 　岩崎書店

E どんぐり 　こが ようこ∥ぶん　え 　大日本図書
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E ねこはちときんとっと 　寺島 ゆか∥作 　文溪堂

E ねずみくんのおくりもの 　つちだ よしはる∥文絵 　教育画劇

E ★ はなげおやじ 　長田 真作∥著 　高陵社書店

E はりねずみくんのあかいマフラー 　はらだ よしこ∥作 　講談社

E ぱんだがころんで… 　得田 之久∥作 　童心社

E パウルのスケッチブック 　みやざき ひろかず∥作 　BL出版

E ★ ひょっこりはんをさがせ! 　ひょっこりはん∥著 　宝島社

E ひだまり 　林 木林∥文 　光村教育図書

E 100年たったら 　石井 睦美∥文 　アリス館

E ふって!ふって!ぺこぺこバニー 　クラウディア　ルエダ∥さく 　フレーベル館

E ぼくのばしょなのに 　刀根 里衣∥著 　NHK出版

E ぼく、アーサー 　井上 こみち∥文 　アリス館

E ぼくたちのプレゼントはどこ? 　リチャード　スキャリー∥さく 　好学社

E マイク・デービス 　サンドウィッチマン∥作 　岩崎書店

E まんまちゃんのボールがポン! 　中川 ひろたか∥作 　童心社

E みずとはなんじゃ? 　かこ さとし∥作 　小峰書店

E ムカッやきもちやいた 　かさい まり∥さく 　くもん出版

E ゆうなとスティービー 　堀米 薫∥さく 　ポプラ社

E ゆうたのおじいちゃん 　きたやま ようこ∥作 　あかね書房

E ゆうたのおばあちゃん 　きたやま ようこ∥作 　あかね書房

E れいぞうこのおくのおく 　うえだ しげこ∥作 絵 　教育画劇
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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

〒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

＜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１２月号】　２０１８年１１月３０日発行
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