
007S スマホ廃人 石川  結貴∥著 文藝春秋

017 学校司書という仕事 高橋  恵美子∥著 青弓社

019 江戸の旅人書国漫遊 杉浦  日向子∥著 河出書房新社

019S ★ 読書と日本人 津野  海太郎∥著 岩波書店

019S 「考える人」は本を読む 河野  通和∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

049 おかんメール　Ｆｉｎａｌ 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社

049 この差って何ですか？2017 ぴあ

すぐに役立つ驚きの裏ワザ120！

159 オトナ女子の気くばり帳 気くばり調査委員会∥編 サンクチュアリ出版

相手もよろこぶ私もうれしい

159 心がきれいになる３６５日誕生花と名言 ＷＲＩＴＥＳ　ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ∥編 ライツ社

159 身軽に生きる 矢作  直樹∥著 海竜社

160 「宗教」のギモン、ぶっちゃけてもいいですか？ 島田  裕巳∥著 実務教育出版

188 身心が美しくなる禅の作法 星覚∥著 主婦の友社

188S ★ 浄土真宗とは何か　親鸞の教えとその系譜 小山  聡子∥著 中央公論新社

●雑著

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。
どうぞご利用下さい。（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

（５月１日～５月３１日分）※資料名に★のついているものは、リクエストのあった本です。

〔おかんメール〕 母の愛と破壊力に満ちた”爆笑”メッ
セージ集第７弾。娘や息子に宛てた心温まるメール、
面白いメールなどを紹介。あばあちゃんたちの「おか
んのおかんメール」コーナー「おかんメール」シリーズ
ベストセレクションも収録。 

〔心がきれいになる３６５日誕生花と名言〕 あなたの
生まれた日の誕生花はなんの花でしょう。 花言葉に
ぴったりの偉人の名言もそえています。 

2017.6 
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227 ぼくの村は壁で囲まれた 高橋  真樹∥著 現代書館

パレスチナに生きる子どもたち

289.1 織田信長ー不器用すぎた天下人ー 金子  拓∥著 河出書房新社

289.3 信念の女、ルシア・トポランスキー 佐藤  美由紀∥著 双葉社

ホセ・ムヒカ夫人激動の人生

291 ぷりっつさんちのぶらりうまいもの散歩 松本  ぷりっつ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

292 マカオ　２版 昭文社

304 池上彰の世界はどこに向かうのか 池上  彰∥著 日本経済新聞出版社

304S 牙を研げ 佐藤  優∥著 講談社

312 朴槿恵と亡国の民 シンシアリー∥著 扶桑社

333 国際協力レポーター報告書 国際協力機構

335 マンガ自営業の老後 上田  惣子∥著 文響社

364 知らないと損をする！国の制度をトコトン使う本 清水  京武∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

366 誰が日本の労働力を支えるのか？ 寺田  知太∥著 東洋経済新報社

369 安心、安全、便利でラクラク　 ダイヤモンド・ビジネス企画∥編・著 ダイヤモンド・ビジネス企画

シニアのための応援グッズ

369 くまモンあのね 『くまモンあのね』製作委員会∥著 幻冬舎

374 ある日うっかりＰＴＡ 杉江  松恋∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

376 ネットの高校、はじめました。 崎谷  実穂∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

新設校「Ｎ校」の教育改革

383 キッチハイク！突撃！世界の晩ご飯 山本  雅也∥著 集英社

386 Ｈｅｉｖａ　Ｉ　ＴＡＨＩＴＩ（ヘイバ・イ・タヒチ） ＭＡＴＡｒｅｖａ

●地理・歴史・伝記

●社会・資格・教育

〔カラダにいいのはどっち？〕 

食物繊維が原因で便秘になる? 1日1万歩歩くとカラ

ダを壊す? 世の中にあふれる健康常識のうち、近年

話題の健康法の効果や、広く信じられている健康法

の効果が正しいのかを、2択形式で解説する。 

〔安心、安全、便利でラクラクシニアのための応援グッ

ズ〕 
おでかけ、見る、話す、食べる、入浴、眠る・・毎日の
ちょっとした「困った」を解決するサポートグッズ、介護
制度とサービス、役立つ用具を紹介します。するサポー
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489 熊が人を襲うとき 米田  一彦∥著 つり人社

490 臨終、ここだけの話 志賀  貢∥著 三五館

現場で見つけた患者と家族の事情

490 わが家で最期を。 千場  純∥著 小学館

493 高雄病院の糖質制限作りおき 江部  康二∥監修 洋泉社

時短・かんたん！毎日実践できる

493 犬が来る病院 大塚  敦子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

498 カラダにいいのはどっち？ 富家  孝∥監修 彩図社

498B 医者が患者に教えない病気の真実 江田  証∥著 幻冬舎

498S 「減塩」が病気をつくる！ 石原  結實∥著 青春出版社

499 くすりをつくる研究者の仕事 京都大学大学院薬学研究科∥編 化学同人

薬のタネ探しから私たちに届くまで

535 写眞機と蓄音器 マイコレクションから 仲  清∥著 円窓社

588 日本懐かしお菓子大全 松林  千宏∥著 辰巳出版

588 エナジードリンク・栄養ドリンクのすべて 松永  政司∥著 育鵬社

どれ飲む？いつ飲む？

590 暮らし上手の時間割 枻出版社

593 おばあちゃまのチュニックワンピースベスト ブティック社

594 デリカビーズと糸を使ってディズニーツムツムビーズステッチ 佐々木  公子∥著 ブティック社

594 羊毛フェルトで作るマスコットみたいなどうぶつまめぐち いとう  のりこ∥著 文化学園文化出版局

596 卵アレルギーの子どものためのおいしいおやつとごはん 大矢  幸弘∥監修 成美堂出版

596 世界の郷土菓子 郷土菓子研究社・林周作∥著 河出書房新社

旅して見つけた！地方に伝わる素朴なレシピ

596 男子ごはんの本　その９ 国分  太一∥著 ＭＣＯ

596 明日、何を作ろう くらしのきほん 松浦  弥太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

596 カニカマ１００皿 世界の食卓を変える！ カニカマファンクラブ∥著 文芸春秋

596 ド丼パ！　２ 杏耶∥著 一迅社

596 栗原心平のとっておき「パパごはん」 栗原  心平∥著 講談社

596 おひとりさまのあったか１ケ月食費２万円生活 おづ  まりこ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

　四季の野菜レシピ

596 バターを使わないマフィン 吉川  文子∥著 マイナビ出版

しっとり、ふわふわ、ほろほろ、パリパリ、おかず５つの生地で楽しむ全４６品

家族の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない５０の心得

●手芸・料理・家事・技術

事故はどのように起き、進行するのか。助かる方法とは？

忙しいからこそリズムよく、ゆとりをもって

●自然・理数・健康

3 ページ



596 食べてしあわせひんやりスイーツの本 主婦の友社

596 季節をたのしむジャムと果実酒 谷島  せい子∥著 成美堂出版

旬の果物でつくる保存食１００レシピ

596 ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　6 山本  ゆり∥著 宝島社

596 全部レンチン！やせるおかず作りおき2 柳澤  英子∥著 小学館

３コマレシピで作り方がひと目でわかる

596 クックパッドのおいしい厳選！ご飯・丼ものレシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社

599 ヨチヨチ父　とまどう日々 ヨシタケ  シンスケ∥著 赤ちゃんとママ社

599 うちの子の場合！ カフカヤマモト∥ほか著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

599 祖父母手帳 森戸  やすみ∥監修 日本文芸社

611 ヤンキー村の農業革命 田中  健二∥著 宝島社

元ヤン＆チーマーたちの農業経営奮闘記

645 世界のねこみち 岩合  光昭∥著 朝日新聞出版

645 ネコ温泉 伴田  良輔∥写真・文 辰巳出版

726 藤子スタジオアシスタント日記まいっちんぐマンガ道 えびはら  武司∥著 竹書房

726 アジアの子どもたちの絵日記集

728 常用漢字手習い帖　（一～九） 飯島  英雄∥著

毛筆・硬筆三体字典　９巻セット

736 ディズニーツムツム消しゴムはんこ ＴＳＵＢＵＡＮ　ＳＴＡＭＰ∥著 ブティック社

748 Ｄｅａｒ　ｄｅｅｒ 鹿たちの楽園 佐藤  和斗∥著 青菁社

778B ゲド戦記 スタジオジブリ∥編 文藝春秋

779S ５０代から本気で遊べば人生は愉しくなる 片岡  鶴太郎∥著 ＳＢクリエイティブ

783 野村克也野球論集成 野村  克也∥著 徳間書店

三菱アジア子ども絵日記フェスタ実行委員会

もう孫育てで悩まない！祖父母＆親世代の常識ってこんなちがう！

●産業

●芸能・工芸・スポーツ・まんが

ゼリー・ムース・シャーベット･･･１２３品

〔祖父母手帳〕 
赤ちゃんを大事に思う気持ちは、祖父母も親も同じ。
祖父母と親の育児心得や「いま」と「昔」の育児の違
いをはじめ、「妊娠編」「育児編」にわけて「いま」の育
児の常識を紹介。孫のお世話で知っておきたいことも
教える。 

〔ヤンキー村の農業革命〕 
日本の農業を変えるために熱き男たちが立ち上がっ
た元ヤン社長と仲間たちの掟破り物語。 
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837 英語を話せる人勉強しても話せない人 光藤  京子∥著 青春出版社

たった１つの違い

F 貘の耳たぶ 芦沢  央∥著 幻冬舎

F どんぶらこ いとう  せいこう∥著 河出書房新社

F 諦めない女 桂  望実∥著 光文社

F ときどき旅に出るカフェ 近藤  史恵∥著 双葉社

F 追想の探偵 月村  了衛∥著 双葉社

F 万次郎茶屋 中島  たい子∥著 光文社

F ひとめぼれ 畠中  恵∥著 文藝春秋

F チェーン・ピープル 三崎  亜記∥著 幻冬舎

F おもちゃ絵芳藤 谷津  矢車∥著 文藝春秋

F ＢＵＴＴＥＲ 柚木  麻子∥著 新潮社

F ホライズン 小島  慶子∥著 文藝春秋

F 北海タイムス物語 増田  俊也∥著 新潮社

F ライオン・ブルー 呉  勝浩∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F ラブ・ミー・テンダー 小路  幸也∥著 集英社

F 冬雷 遠田  潤子∥著 東京創元社

F 暗手 馳  星周∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 最愛の子ども 松浦  理英子∥著 文藝春秋

F 月の満ち欠け 佐藤  正午∥著 岩波書店

F 御徒の女 中島  要∥著 実業之日本社

F さらば愛しき魔法使い 東川  篤哉∥著 文藝春秋

F レスキュードッグ・ストーリーズ 樋口  明雄∥著 山と渓谷社

南アルプス山岳救助隊ー9

F 誰かが見ている 宮西  真冬∥著 講談社

F 花葬 悠木  シュン∥著 小学館

F 薫風のカノン 福田  和代∥著 光文社

F 夜の谷を行く 桐野  夏生∥著 文藝春秋

F 彼女は鏡の中を覗きこむ 小林  エリカ∥著 集英社

F ジュリエットのいない夜 鴻上  尚史∥著 集英社

F 涙香迷宮 竹本  健治∥著 講談社

FB エイルン・ラストコード　6 東 龍乃助∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB 春山入り 青山  文平∥著 新潮社

FB 窓がない部屋のミス・マーシュ 斎藤  千輪∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB 黄砂の籠城　上・下 松岡  圭祐∥著 講談社

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　外伝8 大森 藤ノ∥著 ＳＢクリエイティブ

FB 嫁入り 佐伯  泰英∥著 角川春樹事務所

FB ★ 流鴬 佐伯  泰英∥著 光文社

FB 図書室のキリギリス 竹内  真∥著 双葉社

FB 腹へり姫の受難　王子様、食べていいですか？ ひずき  優∥著 集英社

●小説

●ことば・話し方
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FB 皇帝陛下の愛され絵師　その筆は軌跡を招く 日高  砂羽∥著 集英社

FB すべてがおまえに背いても 我鳥  彩子∥著 集英社

FS 十津川警部高山本線の秘密 西村  京太郎∥著 小学館

FS 現美新幹線殺人事件 西村  京太郎∥著 文藝春秋

910.2 銀座の夜の神話たち １８２５０日の物語 園田  静香∥著 財界研究所

910.2 みみずくは黄昏に飛びたつ 川上  未映子∥訊く 新潮社

910.2 漱石漫談 いとう  せいこう∥著 河出書房新社

910.2 本人に訊く　２　おまたせ激突篇 椎名  誠∥共著 椎名誠旅する文学館

914.6 まぬけなこよみ 津村  記久子∥著 平凡社

914.6 人生という花 小檜山  博∥著 河出書房新社

914.6 今日の人生 益田  ミリ∥著 ミシマ社

914.6 ご本，出しときますね？ ＢＳジャパン∥編 ポプラ社

文筆系トークバラエティ

914.6 おんなのこはもりのなか 藤田  貴大∥著 マガジンハウス

933 母の記憶に ケン・リュウ∥著 早川書房

933 ママがほんとうにしたかったこと エリザベス・イーガン∥著 小学館

933 渇きと偽り ジェイン・ハーパー∥著 早川書房

933B ヒトラーの描いた薔薇 ハーラン・エリスン∥著 早川書房

H617 毎日、ハッカ生活。 北見ハッカ愛好会∥著 大和出版

ー美容、健康、料理＆家事にー

●北海道資料

●文学・詩・エッセイ・外国文学

〔毎日ハッカ生活〕 
フェイスパックやうるつや肌、夏のムシムシ、ムレ
ムレをリフレッシュ。シュッとひと吹きで虫よけ。お
風呂に一滴でリラックスタイム。ミントティーで夏
バテ知らず。ハッカ油の活用方法やレシピを紹
介します。 

〔ご本、出しときますね？〕 
西加奈子、朝井リョウ、長嶋有…。小
説家は普段何を考え、どうやって作
品を生み出しているのか。無類の本
好き芸人・オードリー若林正恭と作
家たちが“自分のルール”を語りつく
す。BSジャパンの同名番組を書籍化。 
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H291 北海道キャンプ場ガイド　17-18 亜璃西社∥編 亜璃西社

H291 るるぶドライブ北海道ベストコース　18 ＪＴＢパブリッシング

H291 北海道道の駅ガイド　2017-18 紺谷  充彦∥著 北海道新聞社

H319 われらの北方領土 外務省

H319 第３１回“北方領土を考える”高校生弁論大会の記録 北方領土復帰期成同盟∥編集 北方領土復帰期成同盟

J1 みんながいてボクワタシがいる！大切な家族 池田書店編集部∥編 池田書店

J1 みんながいてボクワタシがいる！友達と学校 池田書店編集部∥編 池田書店

J1 うわさの怪談怨 魔夜  妖一∥監修 成美堂出版

J2 今川義元 加来  耕三∥企画・構成・監修 ポプラ社

J2 レシピにたくした料理人の夢 百瀬  しのぶ∥文 汐文社

J2 円周率の謎を追う 鳴海  風∥作 くもん出版

J3 日本のふしぎなぜ？どうして？ 大野  正人∥執筆 高橋書店

J3 ドラえもん社会ワールド地図のひみつ 藤子・Ｆ・不二雄∥まんが 小学館

J3 １０代のための仕事図鑑 大泉書店編集部∥編 大泉書店

J3 警察犬になったアンズ 鈴木  博房∥著 岩崎書店

J4 世界動物アトラス レイチェル・ウィリアムズ∥文 徳間書店

J5 月はぼくらの宇宙港 佐伯  和人∥作 新日本出版社

J7 コロコロドミノ装置 野出  正和∥著 いかだ社

J7 冒険！発見！大迷路魔法使いと魔人のランプ 原  裕朗∥作・絵 ポプラ社

J7 ディズニープリンセス折り紙 西田  良子∥著 ブティック社

J9 宇治の結び　上・下 紫式部∥著 理論社

J9 竹久夢二童話集 竹久  夢二∥著 パンローリング

J9 美女と野獣 エリザベス・ルドニック∥作 偕成社

J9 メキシコへ　わたしをさがして パム・ムニョス・ライアン∥作 偕成社

J9 ５分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ∥編 河出書房新社

J9 ５分後に戦慄のラスト エブリスタ∥編 河出書房新社

J9 ケータイくんとフジワラさん 市川  宣子∥作 小学館

J9 ドタバタヒーロードジルくん　６ 大空 なごむ∥作・絵 ポプラ社

J9 ★ ルドルフといくねこくるねこ 斉藤  洋∥作 講談社

J9 まじょ子とプリンセスのキッチン 藤  真知子∥作 ポプラ社

J9 お願い！フェアリー　18 みずの  まい∥作 ポプラ社

J9 時知らずの庭 小森  香折∥作 ＢＬ出版

J9 七福神の大阪ツアー くまざわ  あかね∥作 ひさかたチャイルド

J9 怪談オウマガドキ学園　21・22 常光 徹∥責任編集 童心社

J9 モンスター・ホテルでパトロール 柏葉  幸子∥作 小峰書店

J9 香菜とななつの秘密 福田  隆浩∥著 講談社

●児童書
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J9 わらいばなし２０話 西本  鶏介∥監修 学研プラス

J9 暗号クラブ　9 ペニー・ワーナー∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

J9 太陽と月の大地 コンチャ・ロペス＝ナルバエス∥著 福音館書店

J9 江戸っ子しげぞう 本田  久作∥作 ポプラ社

J9 明日のひこうき雲 八束  澄子∥著 ポプラ社

J9 １０分で読める大わらい落語 土門  トキオ∥文 学研プラス

J9 いつも心の中に 小手鞠  るい∥作 金の星社

J9 霧のなかの白い犬 アン・ブース∥著 あかね書房

J9 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト∥著 あすなろ書房

J9 チキン！ いとう  みく∥作 文研出版

J9 空にむかってともだち宣言 茂木  ちあき∥作 国土社

J9 くろねこのどん 岡野  かおる子∥作 理論社

J9S ぼくらのハイジャック戦争 宗田  理∥作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

J9S モンスターズ・インク カリオペ・グラス∥文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

E しろさんとちびねこ エリシャ・クーパー∥作 あすなろ書房

E エリック・カールのイソップものがたり イソップ∥原作 偕成社

E おふとんさん コンドウ  アキ∥作 小学館

E ぼくのつくりかた たけうち  ちひろ∥文・切り絵 出版ワークス

E これあな みやにし  たつや∥作・絵 鈴木出版

E かさちゃんです。 とよた  かずひこ∥さく・え 童心社

E ちっちゃな木のおはなし ローレン・ロング∥さく 評論社

E リサとガスパールとうきょうへいく アン・グットマン∥ぶん ブロンズ新社

E おべんとうばこあけたらね 松田  奈那子∥作 ほるぷ出版

E あかい自転車 ジュード・イザベラ∥文 六耀社

E アームストロング トーベン・クールマン∥作 ブロンズ新社

●絵本
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E ねことさかなとなみぼうず わたなべ  ゆういち∥作・絵 フレーベル館

E アンパンマンとコネギくん やなせ  たかし∥原作 フレーベル館

E へろへろおじさん 佐々木  マキ∥さく 福音館書店

E ふなのりのやん ディック・ブルーナ∥ぶん／え 福音館書店

E おうさま ディック・ブルーナ∥ぶん・え 福音館書店

E ひとりになったライオン 夏目  義一∥文・絵 福音館書店

E きょうはパーティーのひ 樋勝  朋巳∥文・絵 福音館書店

E うさぎのダンスタイム、はじまるよ！ エリー・サンドル∥作 ＢＬ出版

E くすのきだんちのあめのひ 武鹿  悦子∥作 ひかりのくに

E アバローのプリンセスエレナ　エレナとアバローのひみつ クレイグ・ガーバー∥ぶん 講談社

E もりのとしょかん ふくざわ  ゆみこ∥作・絵 学研プラス

E へんたこせんちょうとくらげのおうさま いとう  ひろし∥作 偕成社

E フワフワ おおなり  修司∥文 絵本館

E にいちゃんのなみだスイッチ いとう  みく∥文 アリス館

E かっくんこ！ 林  よしえ∥作 アリス館

E ほらなにもかもおちてくる ジーン・ジオン∥ぶん 瑞雲舎

E さわってたのしむ点字つきえほん  かたち フラー・スター∥文 ポプラ社

E さわってたのしむ点字つきえほん  かず フラー・スター∥文 ポプラ社

E かしてあげたいな 八木田  宜子∥文 絵本塾出版

E ばあばは、だいじょうぶ 楠  章子∥作 童心社

E アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス∥作 ＢＬ出版

E すばこ キム・ファン∥文 ほるぷ出版

E ソーニャのめんどり フィービー・ウォール∥作 くもん出版

E とびっきりのともだち エイミー・ヘスト∥文 ＢＬ出版

E なまけてなんかない！ 品川  裕香∥作 岩崎書店

E ひとつずつ 八木田  宜子∥文 絵本塾出版

E こぐまになったピーナ ＰＥＩＡＣＯ∥作・絵 教育画劇

E アントワネット ケリー・ディプッチオ∥文 講談社

E つかまるわけないだろ！ ティモシー・ナップマン∥文 徳間書店

E おさるのこうすけ 武田  美穂∥作・絵 童心社

E わんぱくだんのおかしなおかしや ゆきの  ゆみこ∥作 ひさかたチャイルド

E はいはいあかちゃん 斉藤  洋∥さく 講談社

E ねがえりごろん 斉藤  洋∥さく 講談社

PS むぎわらぼうしのむーぼくん すとう  あさえ∥脚本 童心社

PS こわがり  つばめの  ピッピ こいずみ  ゆうこ∥脚本 童心社

9 ページ



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

＜ＷｅｂＯＰＡＣ（所蔵検索）＞　http://www.saroma-library.jp/

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６月号】　２０１７年５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

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

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。

10 ページ


