
002S 知の仕事術 池澤  夏樹∥著 集英社インターナショナル

007 デジタル・タトゥー 河瀬  季∥著 自由国民社

071 北海道新聞  ２０１７年１月号  Ｎｏ．598 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

159S 大人のお作法 岩下  尚史∥著 集英社インターナショナル

159S ★ ザ・殺し文句 川上  徹也∥著 新潮社

289.1 伝えることから始めよう 高田  明∥著 東洋経済新報社

289.1S ★ 生きて帰ってきた男　ある日本兵の戦争と戦後 小熊  英二∥著 岩波書店

336 人間は９タイプ　仕事と対人関係がはかどる人間説明書 坪田  信貴∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

361 ブラック企業やめて上海で暮らしてみました にしかわ  たく∥漫画 扶桑社

361S 世界が憧れた日本人の生き方 天野  瀬捺∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

369 私と介護 島田  洋七∥著 新日本出版社

379 本番に強い子の育て方 森川  陽太郎∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

388 山怪　2 田中  康弘∥著 山と渓谷社

488 人生を変えてくれたペンギン　海辺で君を見つけた日 トム・ミッチェル∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン

490 医学常識はウソだらけ　図解版 三石  巌∥著 祥伝社

491 先生、教えてください！人体の大疑問 坂井  建雄∥監修 宝島社

493 慢性病薬は、飲み続けなければいけないか？ 柘植  俊直∥著 技術評論社

知りたい！ジブンの体と健康

493 あなたの血管を長持ちさせる６つの方法 池谷  敏郎∥著 技術評論社

495 女性の不調をなくす東洋医学式カラダとココロの整え方 鈴木  知世∥著 河出書房新社

一年中薬に頼らず暮らせる季節にあわせた養生のすすめ

498 ６０歳からの筋力づくり体にホントにいいのはどっち？ 周東  寛∥著 コスモ２１

筋力低下が老化を加速！

498 ずぼらヨガ　自律神経どこでもリセット！ 崎田  ミナ∥著 飛鳥新社

498 「安い食べ物」には何かがある 南  清貴∥著 三笠書房

生鮮食品、加工品、輸入品、原材料、添加物・・ここだけはチェック

507 誰でも簡単！ジオラマ入門 スタジオタッククリエイティブ

【　人生論・哲学　】

【　社会・資格・教育　】

【　自然・理数・健康　】

【　手芸・料理・家事・技術　】

【 　雑書　 】

（ 2月１日 ～ ２月２８日 分 ）
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、メモでもかまいません。

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。

【　地理・歴史・伝記　】

暖かくて、 

溶けちゃう・・ 
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547 はじめてのＳＮＳ 石川  温∥監修 ＮＨＫ出版

576 ★ 使うなら、どっち！？　不安生活用品見極めガイド 渡辺  雄二∥著 サンクチュアリ出版

589 あなたに教えたい！５分でわかる４４の文房具トリビア セブンデイズウォー

590 １００均ファンｍａｇａｚｉｎｅ！ 晋遊舎

596 ベジヌードル　－ヘルシーにやせるグルテンフリーの野菜めん＝ 村山  由紀子∥著 主婦と生活社

596 ★ ゆーママのラクうま！スピードおかず「ほったらかし調理」と「時短料理」 松本  有美∥著 扶桑社

596 ★ ２時間で３日分の献立づくり　７人家族、ゆーママの台所しごと ゆーママ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

596 茨木のり子の献立帖 茨木  のり子∥著 平凡社

596 暮らし上手の肉料理　お肉が美味しくなるツボ、知ってますか？ 枻出版社

597 モノを探さない部屋づくり 内山  ミエ∥著 池田書店

599 ぷりっつさんち　５ 松本  ぷりっつ∥著 主婦の友社

645 パンプキン　－犬の気持ちがわかる不思議なアライグマー ローラ・ヤング∥著 飛鳥新社

673 ハンドメイドイベント出展ガイドブック　自分の作品を販売してみよう ブティック社

694 スマートフォンの基本がＱ＆Ａでわかる本 英和出版社

699 暴走司会者　論客たちとの深夜の「激闘譜」 田原  総一朗∥著 中央公論新社

709 ＴＢＳ世界遺産ベスト１０１ ＪＴＢパブリッシング

726 屋根うらの絵本かき　ちばてつや自伝 ちば  てつや∥著 新日本出版社

767 高橋優自伝　Mr.Complex　Man 高橋  優∥著 シンコーミュージック・エンタテイメント

772 人生の終いじたく　まさかの、延長戦！？ 中村  メイコ∥著 青春出版社

779 ショコラ　歴史から消し去られたある黒人芸人の数奇な生涯 ジェラール・ノワリエル∥著 集英社インターナショナル

816S 書く力 池上  彰∥著 朝日新聞出版

910.2 ★ 本人に訊く　1　よろしく懐旧篇 椎名  誠∥共著 椎名誠旅する文学館

910.2 コバルト文庫で辿る少女小説変遷史 嵯峨  景子∥著 彩流社

911.3 ３６５日の歳時記　上　１月ー６月　今日という日がわかる 夏生  一暁∥編著 ＰＨＰ研究所

911.3 ３６５日の歳時記　下　７月ー１２月　今日という日がわかる 夏生  一暁∥編著 ＰＨＰ研究所

914.6 遊行を生きる　悩み、迷う自分を劇的に変える124の言葉 鎌田  実∥著 清流出版

914.6 抱きしめられたい。 糸井  重里∥著 ほぼ日

914.6 ★ かぐや姫はいやな女 椎名  誠∥著 新潮社

914.6 山猫珈琲　上 湊  かなえ∥著 双葉社

914.6B 考えるマナー 中央公論新社∥編 中央公論新社

914.6S 夢の叶え方を知っていますか？ 森  博嗣∥著 朝日新聞出版

914.6S それでもこの世は悪くなかった 佐藤  愛子∥著 文藝春秋

929 こびとが打ち上げた小さなボール チョ・セヒ∥著 河出書房新社

953 本を読むひと アリス・フェルネ∥著 新潮社

F 花を呑む　7 あさの  あつこ∥著 光文社

F 夏をなくした少年たち 生馬  直樹∥著 新潮社

【　産業　】

【　芸能・工芸・スポーツ・まんが　】

【　ことば・話し方　】

【　文字・詩・エッセイ・外国文学　】

【　小説　】

中村メイコ８２
歳 人生の「延
長戦」に思いも
よらず突入中。 
「遺言状」 
更新しました。 
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F お師匠さま、整いました！ 泉  ゆたか∥著 講談社

F 翼がなくても 中山  七里∥著 双葉社

F サロメ 原田  マハ∥著 文藝春秋

F サンライズ・サンセット 山本  一力∥著 双葉社

F 本を守ろうとする猫の話 夏川  草介∥著 小学館

F 殺し屋、やってます。 石持  浅海∥著 文芸春秋

F ネコと昼寝　３ 群  ようこ∥著 角川春樹事務所

F まひるまの星　５ 吉永  南央∥著 文藝春秋

F 結物語 西尾  維新∥著 講談社

F 罪の声 塩田  武士∥著 講談社

F しんせかい 山下  澄人∥著 新潮社

F クラウドガール 金原  ひとみ∥著 朝日新聞出版

F サーベル警視庁 今野  敏∥著 角川春樹事務所

F 春に散る　上 沢木  耕太郎∥著 朝日新聞出版

F 春に散る　下 沢木  耕太郎∥著 朝日新聞出版

F 私をくいとめて 綿矢  りさ∥著 朝日新聞出版

F 七月に流れる花 恩田  陸∥著 講談社

F 八月は冷たい城 恩田  陸∥著 講談社

F 屋根をかける人 門井  慶喜∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F さまよえる古道具屋の物語 柴田  よしき∥著 新潮社

F カズサビーチ 山本  一力∥著 新潮社

F ただしくないひと、桜井さん 滝田  愛美∥著 新潮社

F 天子蒙塵　第１巻 浅田  次郎∥著 講談社

F ★ 幻庵・上 百田  尚樹∥著 文藝春秋

F ★ 幻庵・下 百田  尚樹∥著 文藝春秋

FB 彼らが本気で編むときは、 荻上  直子∥原作 パルコエンタテインメント事業部

FB 相棒　4 太田  愛∥映画脚本 小学館

FB 嶽神伝　鬼哭　上 長谷川  卓∥著 講談社

FB 嶽神伝　鬼哭　下 長谷川  卓∥著 講談社

FB 声なき蝉　上 佐伯  泰英∥著 双葉社

FB 声なき蝉　下 佐伯  泰英∥著 双葉社

FB 紅蓮坂ブルース 桑原  水菜∥著 集英社

FB 十三番目の女神は還らない 小湊  悠貴∥著 集英社

FB 夜葬師と霧の侯爵　かりそめ夫婦と迷宮の王 白川  紺子∥著 集英社

FB 竜ケ嬢七々々の埋蔵金　１２ 鳳乃  一真∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB なれる！ＳＥ　１５ 夏海  公司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB 化学探偵Ｍｒ．キュリー　５ 喜多  喜久∥著 中央公論新社

FB ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　７ 大森 藤ノ∥著 ＳＢクリエイティブ

FB 探偵★日暮旅人の残り物 山口  幸三郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FS 泥棒たちのレッドカーペット 赤川  次郎∥著 徳間書店

FS 琴電殺人事件 西村  京太郎∥著 新潮社

３月の休館日は、６日、１３日、２０日、２１日、２７日、３１日　です。

★しんせかい★ 

ありますよ
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FS 遠州浜松殺人奏曲 梓  林太郎∥著 実業之日本社

FS 悲衛伝 西尾  維新∥著 講談社

FS 二つの首相暗殺計画 西村  京太郎∥著 実業之日本社

H389 今こそ知りたいアイヌ 三栄書房

J0 はじめてのなぜなにふしぎえほん てづか  あけみ∥え・ぶん パイインターナショナル

J1 １０１人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社∥編 河出書房新社

J2 ポプラディアプラス人物事典　あ～き ポプラ社

J2 ポプラディアプラス人物事典　く～た ポプラ社

J2 ポプラディアプラス人物事典　ち～ふ ポプラ社

J2 ポプラディアプラス人物事典　へ～わ ポプラ社

J2 ポプラディアプラス人物事典　学習資料集・索引 ポプラ社

J3 想像力のスイッチを入れよう 下村  健一∥著 講談社

J3 ２８ＤＡＹＳ チャールズ・Ｒ．スミス・ジュニア∥作 バベルプレス

J4 歯科衛生士・歯科技工士になるには 宇田川  広美∥著 ぺりかん社

J4 動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡  昌江∥著 ぺりかん社

J5 パイロットになるには 阿施  光南∥著 ぺりかん社

J5 企業内職人図鑑 こどもくらぶ∥編 同友館

J7 明日にトライ！ ひろはた  えりこ∥文 小峰書店

J9 少年Ｎの長い長い旅　０２ 石川  宏千花∥著 講談社

J9 「悩み部」の平和と、その限界。 麻希  一樹∥著 学研プラス

J9 おばけのアッチおしろのケーキ 角野  栄子∥さく ポプラ社

J9 初恋ゆうれいアート 斉藤  洋∥作 あかね書房

J9S １２歳。～ちっちゃなムネのトキメキ～7 まいた  菜穂∥原作 小学館

【　北海道資料　】

【　児童書　】
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E えらいこっちゃのようちえん かさい  まり∥文 アリス館

E なにたべているのかな？ とよた  かずひこ∥著 アリス館

E ラプンツェル グリム∥原作 金の星社

E アナと雪の女王　エルサのちょうこくコンテスト 斎藤  妙子∥構成・文 講談社

E ちいさなプリンセスソフィア　パンやのおうさま 斎藤  妙子∥構成・文 講談社

E たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやま  ただし∥作・絵 鈴木出版

E からだ　あいうえお 中川  ひろたか∥文 保育社

E きょうはたんじょうび 中川  ひろたか∥文 童心社

E とらさんおねがいおきないで ブリッタ・テッケントラップ∥作・絵 ひさかたチャイルド

E あいすくりーむにありをのせたらあいうえお ａｃｃｏｔｏｔｏ∥著 イースト・プレス

E こねこのプーフー アン・ハレンスレーベン∥作 小学館

E ジャッキーのしあわせ あだち  なみ∥絵 ブロンズ新社

E アンパンマンとしらたまきしだん やなせ  たかし∥原作 フレーベル館

E ねぎぼうずのあさたろう　その10 飯野  和好∥作 福音館書店

E おにのつの おおつぼ  かずみ∥作・絵 ＰＨＰ研究所

E スラムにひびくバイオリン スーザン・フッド∥作 汐文社

E おむかえパパ ナディーヌ・ブランコム∥文 主婦の友社

E ちいさなプリンセスソフィア　オラフとネトルのものがたり 斎藤  妙子∥構成・文 講談社

E るいちゃんのけっこんしき きだに  やすのり∥作 学苑社

E おひるねしましょ フィリス・ゲイシャイトー∥ぶん 岩崎書店

E へんてこだより 斉藤  洋∥作 小峰書店

E ひなにんぎょうができるまで 人形の東玉∥監修 チャイルド本社

E はるにこんにちは 清水  のりえ∥さく・え チャイルド本社

E うえきはちまる 山本  和子∥さく チャイルド本社

PS とんだ！  ムササビのムー わしお  としこ∥脚本 童心社

PS ばけこちゃんの  ひなまつり 苅田  澄子∥脚本 童心社

【　紙芝居　】

【　絵本　】
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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

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 クロワッサン マガジンハウス 生活情報

月刊誌 北海道のつり 水交社 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 Ｃｏｍｏ（コモ） 主婦の友社 家事・育児

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）＞　http://www.saroma-library.jp/

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　２０１７年３月号】　２０１７年２月２８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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