
051 ａｎ・ａｎの嘘 酒井  順子∥著 マガジンハウス

159 宝くじで１億円当たった人の末路 鈴木  信行∥著 日経ＢＰ社

159 「どうせ無理」と思っている君へ 植松  努∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ

159 朝読むと元気をくれる５６の言葉 西沢  泰生∥著 エムディエヌコーポレーション

184 お坊さんに聞く１０８の智慧 田中  ひろみ∥著 京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局芸術学舎

-この世の憂さを晴らす-

210.7 知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード∥編著 小学館

297 おひとりハワイの遊び方 永田  さち子∥著 実業之日本社

312 プーチンの世界 フィオナ・ヒル∥著 新潮社

317 皇宮警察 久能  靖∥著 河出書房新社

319 旅する平和学 前田  朗∥著 彩流社

ー世界の戦地を歩き傷跡から考えるー

336 誰とでも仲良くなれる敬語の使い方 松岡  友子∥著 明日香出版社

336 できる人が絶対やらない資料のつくり方 清水  久三子∥著 日本実業出版社

361 北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　３ オーサ・イェークストロム∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

367 なぜ夫は何もしないのか　なぜ妻は理由もなく怒るのか 高草木  陽光∥著 左右社

369 がんばらない介護 橋中  今日子∥著 ダイヤモンド社

（ ４月１日 ～ ４月３０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）

【人生訓・哲学】

【地理・歴史・伝記】

【社会・資格・教育】

【雑著】　　　　★のついているものは、リクエストのあった本です。

2017.5 

 

・「酒飲みは
麻酔が効かな
い」はウソ 
・健康の秘訣
は、しっかり
と噛んで食べ
ること 
・猫背は万病
の元だった 
・ガムはやっ
ぱり、お口の
恋人だった‥ 

の 
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374 カンタンかわいい小学校テンプレート＆イラスト イクタケ  マコト∥著 学陽書房

377 工学部ヒラノ教授の中央大学奮戦記 今野  浩∥著 青土社

379 尾木ママ小学一年生 尾木  直樹∥著 小学館

431 元素生活  完全版 寄藤  文平∥著 化学同人

480 動物〔モグ〕図鑑　みんな何食べてる？ 松原  卓二∥写真・文 小学館

493 怖くて眠れなくなる感染症 岡田  晴恵∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ

497 たいへん申し上げにくいのですが…雑学だらけの歯科エッセイ 野村  洋文∥著 秀和システム

498 外食でやせる！ 江部  康二∥著 毎日新聞出版

「糖質オフ」で食べても飲んでも太らない体を手に入れる

527 みんなが建てた小さな家と暮らし 主婦の友社

547 はじめてのわたしチャンネルＹｏｕＴｕｂｅ Ｔｏｓｈｉ∥著 主婦の友インフォス

ー誰でもたのしい！－

590 ＮＨＫ「あさイチ」スーパー主婦のスゴ家事術 伊豫部  紀子∥著 主婦と生活社

593 服を１０年買わないって決めてみました どい  かや∥著 白泉社

593 Ｗｅｄｄｉｎｇ　＆　Ｃｏｌｏｒ　ｄｒｅｓｓ 野中  慶子∥著 文化学園文化出版局

594 ほしい形が絶対見つかる！毎日リュック ブティック社

594 はじめてのレトロピアス＆イヤリング ｍｏｎ　ｔｒｅｓｏｒ∥著・デザイン 辰巳出版

ー誰でもたのしい！－ゴロッと大ぶり、かんたん素敵ー

594 クロスステッチで楽しむきもの模様 遠藤  佐絵子∥著 河出書房新社

594 ぽんぽんポケモン 須佐  沙知子∥著 日本ヴォーグ社

595 肌断食ースキンケア、やめましたー 平野  卿子∥著 河出書房新社

596 がんばらなくていい！楽シニアの作りおき 藤野  嘉子∥著 講談社

596 １食分糖質１５ｇ以下のやせおかず 村田  裕子∥料理・献立作成 成美堂出版

599 きょうだいの育て方 小﨑  恭弘∥著 洋泉社

【自然・理数・健康】

【手芸・料理・家事・技術】
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626 無農薬でかんたん野菜づくり ＮＨＫ出版∥編 ＮＨＫ出版

ー初めてでも大成功ー

629 日本の美しい庭園図鑑 大野  暁彦∥著 エクスナレッジ

673 会社をやめて喫茶店はじめました 金井  ナオミ∥著 イースト・プレス

686 なつかしの国鉄駅スタンプコレクション 鈴木  涼子∥ほか文 交通新聞社

駅スタンプが７７８個！

699S 「ミヤネ屋」の秘密 春川  正明∥著 講談社

ー大阪発の報道番組が全国人気になった理由ー

726 しずくちゃん ２８ ぎぼ  りつこ∥作・絵 岩崎書店

726 それゆけ！長谷川義史くん  長谷川  義史∥著 小学館

757 日本の色のルーツを探して 城  一夫∥著 パイインターナショナル

771 声優に死す 関  智一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

772 ムロ本、 ムロ  ツヨシ∥著 ワニブックス

772 役者なんかおやめなさい 仲代  達矢∥著 サンポスト

772 あせらず、たゆまず、ゆっくりと。 赤木  春恵∥著 扶桑社

９３歳の女性が見つけた人生の幸せ

775 ＮＡＣＳ　ＨＯＬＩＣ　２００８－２０１７ ＴＥＡＭ　ＮＡＣＳ∥著 学研プラス

778 ジブリの文学 鈴木  敏夫∥著 岩波書店

779 名作落語５０席がマンガで読める本 東  園子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

783 超一流の適応力 岩隈  久志∥著 ワニブックス

783 ★ 「最高のチーム」の作り方 栗山  英樹∥著 ベストセラーズ

783 永遠のＰＬ学園 柳川  悠二∥著 小学館

六〇年目のゲームセット

788 泣かないで、沙保里 吉田  幸代∥著 小学館

ー負けても克つ子の育て方ー

【 芸能・工芸・スポーツ・まんが 】

【産業】
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910.2 角野栄子の毎日いろいろ 角野  栄子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

「まじょの宅急便」が生まれた魔法のくらし

910.2 村上春樹翻訳〈ほとんど〉全仕事 村上  春樹∥著 中央公論新社

910.2 ★ 狂うひと 梯  久美子∥著 新潮社

914.6 愛さずにいられないー北村薫のエッセイー 北村  薫∥著 新潮社

914.6 ガン入院オロオロ日記 東海林  さだお∥著 文藝春秋

915.6 旅人よ　どの街で死ぬか。ー男の美眺ー 伊集院  静∥著 集英社

916 男であれず、女になれない 鈴木  信平∥著 小学館

914.6 いのちの車窓から 星野  源∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 城をひとつ 伊東  潤∥著 新潮社

F 心霊探偵八雲　10 神永  学∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 多喜二忌や 柴山  芳隆∥著 秋田文化出版

F 永久囚人ー警視庁文書捜査官ー 麻見  和史∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F キトラ・ボックス 池澤  夏樹∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 錆びた太陽 恩田  陸∥著 朝日新聞出版

F 嫁をやめる日 垣谷  美雨∥著 中央公論新社

F やめるときも、すこやかなるときも 窪  美澄∥著 集英社

F ★ か「」く「」し「」ご「」と「 住野  よる∥著 新潮社

F さむらい道　上・下 高橋  義夫∥著 中央公論新社

F 図書室のピーナッツ 竹内  真∥著 双葉社

F 犬の報酬 堂場  瞬一∥著 中央公論新社

F 血縁 長岡  弘樹∥著 集英社

F 奈緒と私の楽園 藤田  宜永∥著 文藝春秋

F 関東戎夷焼煮袋 町田  康∥著 幻戯書房

F 犬から聞いた素敵な話 山口  花∥著 東邦出版

F 東京タワー リリー　フランキー∥著 新潮社

F 密告はうたう 伊兼  源太郎∥著 実業之日本社

F ★ ＳＣＳ　下 五十嵐  貴久∥著 光文社

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

【小説】
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F 果鋭 黒川  博行∥著 幻冬舎

F 今日のハチミツ、あしたの私 寺地  はるな∥著 角川春樹事務所

F 秋山善吉工務店 中山  七里∥著 光文社

F 我らがパラダイス 林  真理子∥著 毎日新聞出版

F 青い服の女 平岩  弓枝∥著 文藝春秋

F 出会いなおし 森  絵都∥著 文藝春秋

F この嘘がばれないうちに 川口  俊和∥著 サンマーク出版

F ドＳ刑事〔５〕 七尾  与史∥著 幻冬舎

F 凛 蛭田  亜紗子∥著 講談社

F 素敵な日本人 東野  圭吾∥著 光文社

FB ★ 貴族探偵 麻耶  雄嵩∥著 集英社

FB ★ 貴族探偵対女探偵 麻耶  雄嵩∥著 集英社

FB よすが横丁修理店 及川  早月∥著 中央公論新社

FB 桜子さんの足下には死体が埋まっている　11 太田  紫織∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB デート・ア・ライブ　１５・１６ 橘  公司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

H281 札幌人図鑑　７０人が選んだ働き方・生き方 福津  京子∥著 北海道新聞社

H291 るるぶ札幌‘18　富良野・小樽・旭山動物園 ＪＴＢパブリッシング

H291 北海道観光ランキング ＫＡＤＯＫＡＷＡ

H291 まっぷるマガジン　札幌　富良野・小樽・旭山動物園　 昭文社

H291 じゃらんで旅する北海道　2017～2018 リクルート北海道じゃらん

H291 ママじゃらん北海道　2017春夏 リクルート北海道じゃらん

H626 はじめての北の家庭菜園 大宮  あゆみ∥著 北海道新聞社

H783 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドブック 北海道日本ハムファイターズ

J0 正しいコピペのすすめ 宮武  久佳∥著 岩波書店

J2 ナビラとマララ 宮田  律∥著 講談社

J2 日本地理データ年鑑2017 松田  博康∥監修 小峰書店

J2 服部半蔵 加来  耕三∥企画・構成・監修 ポプラ社

J4 最強の生物 成島  悦雄∥監修 ポプラ社

J4 からだの免疫キャラクター図鑑 岡田  晴恵∥監修 日本図書センター

J5 かわいいディズニーヘアアレンジ ブティック社

J5 ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡  雅樹∥著 ぺりかん社

J6 動物看護師になるには 井上  こみち∥著 ぺりかん社

J7 栗山魂 栗山  英樹∥著 河出書房新社

【北海道資料】

【児童書】
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J7 スポーツ年鑑 ポプラ社

J7 おはじき 東京おもちゃ美術館∥監修・文 文渓堂

J9 にんじゃざむらいガムチョコバナナ 原  ゆたか∥作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

J9 妖精のあんパン 斉藤  栄美∥作 金の星社

J9 オバケ屋敷にお引っ越し 富安  陽子∥作 ひさかたチャイルド

J9 オバケとキツネの術くらべ 富安  陽子∥作 ひさかたチャイルド

J9 大林くんへの手紙 せいの  あつこ∥著 ＰＨＰ研究所

J9 はっけよい！雷電 吉橋  通夫∥著 講談社

J9 ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン ジョン・グリーン∥作 岩波書店

J9 犬とおばあさんのちえくらべ アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット∥作 徳間書店

J9 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー∥著 学研プラス

J9 魔法の庭の宝石のたまご あんびる  やすこ∥作・絵 ポプラ社

J9S ベルのひみつの本屋さん テッサ・ロエル∥文 講談社

J9S お裁縫のにがてなシンデレラ テッサ・ロエル∥文 講談社

E パン屋のイーストン 巣山  ひろみ∥文 出版ワークス

E しろいえほん もり  こういちろう∥著 梓書院

E さんさんさんぽ えがしら  みちこ∥作 講談社

E わすれもの 豊福  まきこ∥作 ＢＬ出版

E フリーダ・カーロ イザベル・サンチェス・ヴェガラ∥ぶん 六耀社

E イースターハッピーふっかつの日！ ますだ  ゆうこ∥作 文渓堂

E いろいろおてがみ えがしら  みちこ∥作 小学館

E イソップどうわ イソップ∥原作 金の星社

E タマ＆フレンズ　うちのタマ知りませんか？ キャラぱふぇ編集部∥編集 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

E ゆうかんな３びきとこわいこわいかいぶつ スティーブ・アントニー∥作・絵 徳間書店

E ちかてつライオンせん サトウ  マサノリ∥作・絵 パイインターナショナル

E やさいのがっこう　ピーマンくんゆめをみる なかや  みわ∥さく 白泉社

【絵本】
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E うんどうかいがなんだ！ きむら  ゆういち∥さく 新日本出版社

E ぼくとばく 鈴木  のりたけ∥作 小学館

E へたなんよ ひこ・田中∥文 光村教育図書

E チロリものがたり 大木  トオル∥原作・文 絵本塾出版

E したじきくんとなかまたち 二宮  由紀子∥作 アリス館

E おうちのものなあに はた  こうしろう∥さく・え ポプラ社

E いそいでおでかけ 五味  太郎∥さく 童心社

E いるよね～！ねないこ たかい  よしかず∥さく・え 主婦の友社

E スノーマン レイモンド・ブリッグズ∥さく 評論社

E 猫魔ケ岳の妖怪 八百板  洋子∥再話 福音館書店

E もこ  もこもこ 谷川  俊太郎∥作 文研出版

E イーストンと春の風 巣山  ひろみ∥文 出版ワークス

E はるかぜさんぽ えがしら  みちこ∥作 講談社

E だれかな？だれかな？ とよた  かずひこ∥著 アリス館

E さらじいさん はせがわ  はっち∥著 ブロンズ新社

PS いもむしころころ 長野  ヒデ子∥脚本・絵 童心社

PS とっしんたとおさるのキッキ 新沢  としひこ∥脚本 童心社

５月の休館日は

１(月)・3(水)・4(木)・5(金)・８(月)・１５(月)・22(月)・２９(月)・31(水)です。
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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 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）＞　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５月号】　２０１７年４月３０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

５月から新しくなりました。 

５月から新しくなりました。 
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