
019 読書で離婚を考えた。 円城  塔∥著 幻冬舎

049B 知ってる？アイツの名前 椿本  涅子∥文 キーステージ２１

069 ぐるぐる　博物館 三浦  しをん∥著 実業之日本社

070 人間はだまされる 三浦  準司∥著 理論社

071 北海道新聞  ２０１７年６月号  Ｎｏ．603 北海道新聞社∥編 北海道新聞社

141 頭がこんがらがってうまく話せない時に試してほしい知的な伝え方 出口  汪∥著 大和書房

146 それでいい。自分を認めてラクになる対人関係入門 細川  貂々∥著 創元社

159 働く文学　仕事に悩んだ時、読んでほしい29の物語 奥  憲太∥著 東海教育研究所

159 『菜根譚』からはじめるつながらない関係 小池  龍之介∥著 青春出版社

159 知的人生を楽しむコツ 斎藤  孝∥著 ＰＨＰ研究所

175 神様が宿る御神酒 大浦  春堂∥著 神宮館

209 世界の特別な１日　未来に残したい100の報道写真 マルゲリータ・ジャコーザ∥著 日経ナショナルジオグラフィック社

221 ★ 今こそ、韓国に謝ろう 百田  尚樹∥著 飛鳥新社

281 命みじかし恋せよ乙女 中村  圭子∥編 河出書房新社

289.1 大遺言　祖父・永六輔の今を生きる36の言葉 永  拓実∥著 小学館

289.1 亀井静香、天下御免！ 亀井  静香∥述 河出書房新社

291 ブラタモリ　7.・8 ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

312 ドン　最強の敵か、最良の友か 飯島  勲∥著 プレジデント社

　　　　　　　　　　　　　　　（２０１７年7月１日～７月３１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）

【 雑書 】      　　　　　　　★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】

【社会・資格・教育】

【地理・歴史・伝記】

2017.８ 
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323S 米国人弁護士だから見抜けた日本国憲法の正体 ケント・ギルバート∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

336 会計は一粒のチョコレートの中に 林  総∥著 総合法令出版

336S カイシャの３バカ 榎本  博明∥著 朝日新聞出版

361S フェイクニュースの見分け方 烏賀陽  弘道∥著 新潮社

367S 帰宅恐怖症 小林  美智子∥著 文藝春秋

367S 熟年婚活 家田  荘子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

369 人生を破滅に導く「介護破産」 杢野  暉尚∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

369 忘れられた皇軍兵士たち 樋口  健二∥写真・文 こぶし書房

369 妄信　相模原障害者殺傷事件 朝日新聞取材班∥著 朝日新聞出版

373S ブラック奨学金 今野  晴貴∥著 文藝i春秋

375S 部活があぶない 島沢  優子∥著 講談社

379S ★ わが子が「お友達」関係で悩まない本 風路  京輝∥著 フォレスト出版

383 食でたどるニッポンの記憶 小泉  武夫∥著 東京堂出版

385 マンガ  親が終活でしくじりまして 寝猫∥著 三五館

457 ザ・パーフェクト 土屋  健∥執筆 誠文堂新光社

480 ぼくの村がゾウに襲われるわけ。 岩井  雪乃∥著 合同出版

490 苦しみの中でも幸せは見つかる 小澤  竹俊∥著 扶桑社

490 遺族外来 大西  秀樹∥著 河出書房新社

493 子どもの敏感さに困ったら読む本 長沼  睦雄∥著 誠文堂新光社

493 ドラキュラ女子のための貧血ケア手帖 濱木  珠恵∥著 主婦の友インフォス

493S 大人の人見知り 清水  栄司∥著 ワニブックス

494 顔の老化のメカニズム 江連  智暢∥著 日刊工業新聞社

495 オトナ女子のためのおっぱいケア手帖 北村  珠希∥著 主婦の友インフォス

496 いびき女子、卒業！ 大場  俊彦∥著 主婦の友社

498 野菜で整えるいちばんやさしい腸がきれいになる食べ方 田口  成子∥著 家の光協会

498 なんとめでたいご臨終 小笠原  文雄∥著 小学館

498S 老い越せ、老い抜け、老い飛ばせ 石川  恭三∥著 河出書房新社

499 皇帝の漢方薬図鑑 木村  美紀∥著 じほう

569 地質のプロが教える街の中で見つかる「すごい石」 西本  昌司∥著 日本実業出版社

591 赤ちゃんができたら！手続き届け出もらえるお金早わかりＢＯＯＫ 畠中  雅子∥監修 主婦の友社

592 ホームセンターマニアがつくるおしゃれな雑貨とインテリア 主婦と生活社

593 手作りワンピース手帖 ブティック社

593 ピースワークの服 浜田  明日香∥著 文化学園文化出版局

594 ディズニーの刺しゅう 川畑  杏奈∥刺しゅう・指導 講談社

594 作るのカンタン平らなワンコ服１２か月 ピポン∥著 文化学園文化出版局

594 手のひらサイズのディズニーあみぐるみ いちかわ  みゆき∥著 ブティック社

596 親子おやつ　クッキングでわっくわく！ 久保田  恵美∥著 旭屋出版

【手芸・料理・家事・技術】

【自然・理数・健康】
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596 離れている家族に冷凍お届けごはん 上田  淳子∥著 講談社

596 焼きそば　Tｈｅ　ＹＡＫＩＳＯＢＡ　RecipeBook 満留  邦子∥著 成美堂出版

596 あゆみ食堂のお弁当 大塩  あゆ美∥著 文化学園文化出版局

596 もっとおいしくなる超・冷凍術 西川  剛史∥著 洋泉社

596 日常づかいのシナモン・レシピ 日沼  紀子∥著 産業編集センター

596 ドイツパン大全 森本  智子∥著 誠文堂新光社

596S キレイに見える食べ方図鑑 ホームライフ取材班∥編 青春出版社

597 住まいの老い支度　案ずるより片づけよう 阿部  絢子∥著 講談社

599 ひとのパパ見てわがパパ直せ 山田  周平∥著 メディアソフト

599 たぶん、なんとかなるでしょう。 堀川  真∥著 福音館書店

609 はかりきれない世界の単位 米澤  敬∥著 創元社

611 ＪＡに何ができるのか 奥野  長衛∥著 新潮社

627 ベランダガーデンのつくり方決定版 主婦と生活社

660 海洋高校生たちのまちおこし 渡邊  憲一∥著 成山堂書店

720S いちまいの絵 原田  マハ∥著 集英社

721 おしえて北斎！夢をかなえる爆笑！日本美術マンガ いわきり  なおと∥著 サンマーク出版

726 ブルーナが語るミッフィーのすべて ＭＯＥ編集部∥編 白泉社

726 情熱大陸への執拗な情熱 宮川  サトシ∥著 幻冬舎

726 あるかしら書店 ヨシタケ  シンスケ∥著 ポプラ社

754 新聞・雑誌をリサイクル古紙クラフトのかご・小もの 石上  正志∥監修 日本ヴォーグ社

754 クリエイティブ折り紙 山口  真∥著 ソシム

754 ウルトラマン切り紙 大原  まゆみ∥切り紙 誠文堂新光社

767 美輪明宏と「ヨイトマケの唄」 佐藤  剛∥著 文藝春秋

天才たちはいかにして出あったのか

778 裸の資本論 村西  とおる∥著 双葉社

借金返済５０億円から学んだおカネの法則41

779 やさしくなるとうまくいく 勝俣  州和∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

779 あぁ、だから一人はいやなんだ。 いとう  あさこ∥著 幻冬舎

779S ダメなときほど「言葉」を磨こう 萩本  欽一∥著 集英社

783 美宇は、みう。　夢を育て自立を促す子育て日記 平野  真理子∥著 健康ジャーナル社

793 生け雑草 小林  南水子∥著 柏書房

【芸能・工芸・スポーツ・まんが・】

【産業】
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810 さらに悩ましい国語辞典 神永  曉∥著 時事通信出版局

814 音の表現辞典 中村  明∥著 東京堂出版

816 １３歳から身につける一生モノの文章術 近藤  勝重∥著 大和出版

818 誤解されやすい方言小辞典 篠崎  晃一∥著 三省堂

902 文学効能事典　あなたの悩みに効く小説 エラ・バーサド∥著 フィルムアート社

914.6 荒野に立てば　十字路が見える 北方  謙三∥著 新潮社

914.6 風と共にゆとりぬ 朝井  リョウ∥著 文藝春秋

914.6 あなたの夫は素晴らしい人だと叫びたくなる 渡辺  千穂∥著 マガジンハウス

914.6 ★ あの頃　単行本未収録エッセイ集 武田  百合子∥著 中央公論新社

914.6 ★ 平成の徒然草　そこはかとない医者語り 小林  克巳∥著 文芸春秋企画出版部

914.6 古都再見 葉室  麟∥著 新潮社

914.6 ピンヒールははかない 佐久間  裕美子∥著 幻冬舎

914.6 人生の醍醐味 曽野  綾子∥著 産経新聞出版

914.6 美女は飽きない 林  真理子∥著 マガジンハウス

914.6 母ではなくて、親になる 山崎  ナオコーラ∥著 河出書房新社

914.6 竜宮城と七夕さま 浅田  次郎∥著 小学館

914.6S 生きてこそ 瀬戸内  寂聴∥著 新潮社

916 わけあり記者 三浦  耕喜∥著 高文研

916 寂しい生活 稲垣  えみ子∥著 東洋経済新報社

933 ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー∥著 求龍堂

933 ニンジャスレイヤー ブラッドレー・ボンド∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 書架の探偵 ジーン・ウルフ∥著 早川書房

953 ６時２７分発の電車に乗って、僕は本を読む ジャン＝ポール・ディディエローラン∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン

F 薫風ただなか あさの  あつこ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F ししりばの家 澤村  伊智∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 政略結婚 高殿  円∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F もう生まれたくない 長嶋  有∥著 講談社

F ｄｅｌｅ 本多  孝好∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 標的 真山  仁∥著 文藝春秋

F 深海の寓話 森村  誠一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F Ｙ駅発深夜バス 青木  知己∥著 東京創元社

F １９９０年、何もないと思っていた私にハガキがあった せきしろ∥著 双葉社

F 明治ガールズ　富岡製糸場で青春を 藤井  清美∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F ★ 明治乙女物語 滝沢  志郎∥著 文藝春秋

F 福袋 朝井  まかて∥著 講談社

F ゼンマイ 戌井  昭人∥著 集英社

ことば・話し方】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

【小説】
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F 病巣　巨大電機産業が消滅する日 江上  剛∥著 朝日新聞出版

F 声なき叫び 小杉  健治∥著 双葉社

F 変幻 今野  敏∥著 講談社

F 敵討ちか主殺しか 佐藤  雅美∥著 講談社

F 世界のすべてのさよなら 白岩  玄∥著 幻冬舎

F 黒い波紋 曽根  圭介∥著 朝日新聞出版

F 婚活探偵 大門  剛明∥著 双葉社

F あなたの隣にいる孤独 樋口  有介∥著 文藝春秋

F パーマネント神喜劇 万城目  学∥著 新潮社

F ジョン・マン　6順風編 山本  一力∥著 講談社

F 宮辻薬東宮 宮部  みゆき∥著 講談社

F あなたならどうする 井上  荒野∥著 文藝春秋

F クジャクを愛した容疑者 大倉  崇裕∥著 講談社

F 横濱エトランゼ 大崎  梢∥著 講談社

F １９３４年の地図 堂場  瞬一∥著 実業之日本社

F コンビ　南部芸能シリーズ 畑野  智美∥著 講談社

F 探偵さえいなければ 東川  篤哉∥著 光文社

F 増山超能力師大戦争 誉田  哲也∥著 文藝春秋

F キジムナーｋｉｄｓ 上原  正三∥著 現代書館

F ★ がん消滅の罠 岩木  一麻∥著 宝島社

F さよなら、ムッシュ 片岡  翔∥著 小学館

F 風待町医院異星人科 藤崎  慎吾∥著 光文社

F 悪左府の女 伊東  潤∥著 文藝春秋

F デンジャラス 桐野  夏生∥著 中央公論新社

F じごくゆきっ 桜庭  一樹∥著 集英社

F 危険領域 笹本  稜平∥著 徳間書店

F わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本  理生∥著 幻冬舎

F 東京カウガール 小路  幸也∥著 ＰＨＰ研究所

F 満月の泥枕 道尾  秀介∥著 毎日新聞出版

F 本好きの下剋上　第３部〔4〕 香月  美夜∥著 ＴＯブックス

F 『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろしＢＯＯＫ　Voｌ.17 『このミステリーがすごい！』編集部∥編 宝島社

FB １００回泣いても変わらないので恋することにした。 堀川  アサコ∥著 新潮社

FB 化学探偵Ｍｒ．キュリー　6 喜多  喜久∥著 中央公論新社
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FB 魔法科高校の劣等性　22　動乱の序章編　下 佐島  勤∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB 真夜中のパン屋さん 大沼  紀子∥著 ポプラ社

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9 大森 藤ノ∥著 ＳＢクリエイティブ

FS リゾートしらかみの犯罪 西村  京太郎∥著 光文社

H211 ★ 北海道２０世紀の事件事故 大竹  功太郎∥著 北海道新聞社

H523 小樽蔵めぐりイラスト帖 今村  敏明∥著 北海道新聞社

H596 札幌乙女ごはん。Vol.2 松本  あやか∥著 Ｄｙｂｏｏｋｓ

J1 ハッピーになれる名前占い 宮沢  みち∥著 金の星社

J1 世界の名言大事典 弓狩  匡純∥著 くもん出版

J2 武田信玄 加来  耕三∥企画・構成・監修 ポプラ社

J3 アイちゃんのいる教室 高倉  正樹∥ぶん・しゃしん 偕成社

J3 みんなで考える小学生のマナー　社会のルールがわかる本 ジュニアマナーズ協会∥著 メイツ出版

J3 マレットファン 村中  李衣∥作 新日本出版社

J3 被爆者 会田  法行∥写真・文 ポプラ社

J3 税金の大事典 神野  直彦∥監修 くもん出版

J3S 学校犬バディ 高倉  優子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

J4 こんにちはふたごのカワウソあかちゃん 横山  亜未∥文 学研プラス

J4 動物たちを救うアニマルパスウェイ 湊  秋作∥著 文研出版

J4 生きた化石摩訶ふしぎ図鑑 北村  雄一∥絵と文 保育社

J4 生きている火山 井口  正人∥監修 くもん出版

J4 ちいさなちいさなベビー服 八束  澄子∥作 新日本出版社

J4 野菜と栄養素キャラクター図鑑 田中  明∥監修 日本図書センター

J4 義肢装具士になるには 益田  美樹∥著 ぺりかん社

J5 空から宝ものが降ってきた！ 伊藤  親臣∥著 旬報社

J5 にっぽんのおかず 白央  篤司∥著 理論社

J5 にっぽんのおにぎり 白央  篤司∥著 理論社

J5 いただきます図鑑 山本  謙治∥監修 池田書店

J7 すみっコぐらしまちがいさがし 主婦と生活社∥編 主婦と生活社

J7 超カンタン！トリック工作ＢＯＯＫ 杉原  厚吉∥監修 主婦と生活社

J7 １０１のビジュアル・イリュージョン サム・タプリン∥文 東京書籍

J7 動く貯金箱 ブティック社

J7 ダンボールで作る楽しい自販機＆ガチャ 大野  萌菜美∥監修 ブティック社

J7 大研究落語と講談の図鑑 国土社編集部∥編 国土社

J7 国際理解を深める世界の国歌・国旗大事典 弓狩  匡純∥著 くもん出版

J8 賢治童話ビジュアル事典 中地  文∥監修 岩崎書店

J8 英語好きな子に育つたのしいお話３６５ 小学生のための英語教育研究グループ∥著 誠文堂新光社

J9 靴屋のタスケさん 角野  栄子∥作 偕成社

【　児童書　】

【北海道資料】
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J9 ５秒後に意外な結末 桃戸  ハル∥編著 学研プラス

J9 キャベたまたんていきょうりゅう島でききいっぱつ 三田村  信行∥作 金の星社

J9 小学生まじょとおしゃべりなランドセル 中島  和子∥作 金の星社

J9 おさるのよる いとう  ひろし∥作・絵 講談社

J9 サラとピンキー　パリへ行く 富安  陽子∥作・絵 講談社

J9 ジェリーフィッシュ・ノート アリ・ベンジャミン∥著 講談社

J9 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江  優子∥著 講談社

J9 奮闘するたすく まはら  三桃∥著 講談社

J9 オムレツ屋のベビードレス 西村  友里∥作 国土社

J9 なみきビブリオバトル・ストーリー 赤羽  じゅんこ∥作 さ・え・ら書房

J9 こんとんじいちゃんの裏庭 村上  しいこ∥作 小学館

J9 タイガー・ボーイ ミタリ・パーキンス∥作 鈴木出版

J9 トンチンさんはそばにいる さえぐさ  ひろこ∥作 童心社

J9 小学校がなくなる！ 麻生  かづこ∥作 文研出版

J9 スイーツ駅伝 二宮  由紀子∥作 文渓堂

J9 かいけつゾロリのかいていたんけん 原  ゆたか∥さく・え ポプラ社

J9 言葉屋　4 久米  絵美里∥作 朝日学生新聞社

J9 キャンディハンター　マルカとクーピー　3 さかい  さちえ∥著 岩崎書店

J9 化けて貸します！レンタルショップ八文字屋 泉田  もと∥作 岩崎書店

J9 アーサー王と黄金のドラゴン メアリー・ポープ・オズボーン∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

J9 １５歳、ぬけがら 栗沢  まり∥著 講談社

J9 ディズニープリンセスのウエディング１０話 駒田  文子∥構成・文 講談社

J9 ラブリィ！ 吉田  桃子∥著 講談社

J9 ホテルやまのなか小学校 小松原  宏子∥作 ＰＨＰ研究所

J9 キミがくれた希望のかけら セアラ・ムーア・フィッツジェラルド∥作 フレーベル館

J9 メリーメリーのびっくりプレゼント ジョーン・Ｇ．ロビンソン∥作・絵 岩波書店

J9 ５分後に思わず涙。 桃戸  ハル∥編著 学研プラス

J9 ５秒後に意外な結末 桃戸  ハル∥編著 学研プラス

J9 ガラスの壁のむこうがわ せいの  あつこ∥著 国土社

J9 こうちゃんとぼく くすのき  しげのり∥作 講談社

J9 怪談オウマガドキ学園　23 常光 徹∥責任編集 童心社

J9 きらきらシャワー 西村  友里∥作 ＰＨＰ研究所

J9 ★ 怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン∥作 理論社

J9 二番がいちばん Ｄ．Ｈ．ロレンス∥作 理論社

J9 世界が若かったころ ジャック・ロンドン∥作 理論社
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J9 百万ポンド紙幣 マーク・トウェイン∥作 理論社

J9 大きなかぶ チェーホフ∥作 理論社

J9S メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート∥作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

AE ＴHE LITTLE HOUSE ｓｔｏｒｙ　ａｎｄ　ｐｉｃｔｕｒｅｓ　ｂｙ　Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｌｅｅ　Ｂｕｒｔｏｎ Ｈｏｕｇｈｔｏｎ　Ｍｉｆｆｌｉｎ

AE GUESS HOW MUCH I LOVE YOU ｗｒｉｔｔｅｎ　ｂｙ　Ｓａｍ　ＭｃＢｒａｔｎｅｙ Ｗａｌｋｅｒ　Ｂｏｏｋｓ

AE LIBRARY LION Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｋｎｕｄｓｅｎ Ｗａｌｋｅｒ　Ｂｏｏｋｓ

AE THE VERY HUNGRY CATERPILLAR ｂｙ　Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ Ｐｕｆｆｉｎ　Ｂｏｏｋｓ

AE WHERE THE WILD THINGS ARE ｓｔｏｒｙ　ａｎｄ　ｐｉｃｔｕｒｅｓ　ｂｙ　Ｍａｕｒｉｃｅ　Ｓｅｎｄａｋ ＨａｒｐｅｒＣｏｌｌｉｎｓ

AE ＴHE IMPORTANT BOOK ｗｏｒｄｓ　ｂｙ　Ｍａｒｇａｒｅｔ　Ｗｉｓｅ　Ｂｒｏｗｎ ＨａｒｐｅｒＣｏｌｌｉｎｓ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ

AE IN THE FOREST ｓｔｏｒｙ　ａｎｄ　ｐｉｃｔｕｒｅｓ　ｂｙ　Ｍａｒｉｅ　Ｈａｌｌ　Ｅｔｓ Ｐｅｎｇｕｉｎ

E うみのひみつ 武田  正倫∥監修 チャイルド本社

E うみのうんどうかい いとう  とりこ∥さく・え チャイルド本社

E ゆめの  ふね 原  正和∥さく チャイルド本社

E ちいさなはなのものがたり 斉藤  洋∥作 偕成社

E もののけの家 ほりかわ  りまこ∥作 偕成社

E ひだりみぎ 新井  洋行∥作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

E へんしんテスト あきやま  ただし∥作・絵 金の星社

E こねことこねこ 東  君平∥さく・え 広済堂あかつき

E かわうそ３きょうだいとらのまき あべ  弘士∥作 小峰書店

E オニのきもだめし 岡田  よしたか∥作 小学館

E きょうりゅうオーディション たしろ  ちさと∥作 小学館

E プーさんとであった日 リンジー・マティック∥ぶん 評論社

E あたりかも きたじま  ごうき∥作・絵 ＰＨＰ研究所

E ポポくんのひみつきち ａｃｃｏｔｏｔｏ∥作 ＰＨＰ研究所

E いえすみねずみ ジョン・バーニンガム∥作 ＢＬ出版

E ゆめみるじかんよこどもたち ティモシー・ナップマン∥文 ＢＬ出版

E うちゅうのそとをみてきたんだ ごみた  こずえ∥さく・え 文芸社

E ねこってこんなふう？ ブレンダン・ウェンツェル∥さく 講談社

E 空をつくる 村尾  亘∥作・絵 小さい書房

E ねむれないおうさま ベンジャミン・エルキン∥原作 瑞雲舎

E この本をかくして マーガレット・ワイルド∥文 岩崎書店

E そーっとそーっとひらいてみよう ニック・ブロムリー∥文 ＷＡＶＥ出版

E きょうはそらにまるいつき 荒井  良二∥著 偕成社

E どうぶつたちがねむるとき イジー・ドヴォジャーク∥作 偕成社

E どんぐりと山猫 宮沢  賢治∥作 金の星社

E くれよんがおれたとき かさい  まり∥さく くもん出版

E うさぎのニコラス リチャード・スキャリー∥え 好学社

E あったかいな くすのき  しげのり∥作 広済堂あかつき

E ようかいりょうりばんづけ 澤野  秋文∥作 佼成出版社

【　絵本　】
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E ちっちゃいさん イソール∥作 講談社

E ねぼすけふくろうちゃん マーカス・フィスター∥作 講談社

E にんじゃぐんだんペンニンジャー ルコラニコラ∥さく・え 主婦の友社

E たんぼレストラン はやし  ますみ∥作・絵 ひかりのくに

E 詩ってなあに？ ミーシャ・アーチャー∥作 ＢＬ出版

E 子どもつなひき騒動 宝井  琴調∥文 福音館書店

E 手おけのふくろう ひらの  のぶあき∥ぶん 福音館書店

E はちみつ ふじわら  ゆみこ∥文 福音館書店

E ホウホウフクロウ 井上  洋介∥作 福音館書店

E うさぎのがくそうや 道野  真菜∥文 文芸社

E こだわりやのホーリー なごし  かおり∥え・さく 文芸社

E ★ やだやだパパやだ！ 天野  慶∥文 ほるぷ出版

E 都市の下をのぞいてみれば… エスター・ポーター∥文 六耀社

E ろくろっくびのばけねこしまい 二宮  由紀子∥文 ブロンズ新社

E モモリン 立川  志の輔∥作 あかね書房

E ハロウィーンのひみつ はやし  ちかげ∥作 金の星社

E コウノトリのコウちゃん かこ  さとし∥さく 小峰書店

E お月さまのこよみ絵本 千葉  望∥文 理論社

E ★ あたし、うそついちゃった ローラ・ランキン∥さく 評論社

E おねしょちゃんとなおったね 宮野  聡子∥作・絵 教育画劇

E はなくそにんじゃ よしむら  あきこ∥作・絵・デザイン 教育画劇

E ぽつぽつぽつだいじょうぶ？ しもかわら  ゆみ∥作 講談社

E あめのひ サム・アッシャー∥作・絵 徳間書店

E まるぽちゃおまわりさん マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作 ＰＨＰ研究所

E 金剛山のトラ クォン  ジョンセン∥再話 福音館書店

E パパおふろ きくち  ちき∥作 文渓堂

E パパのぼり きくち  ちき∥作 文渓堂

E ふーっ！ 新井  洋行∥作 ほるぷ出版

E だじゃれ世界一周 長谷川  義史∥作 理論社

E しっぱいなんかこわくない！ アンドレア・ベイティー∥作 絵本塾出版

E ママははなよめさん 長崎  源之助∥文 学研教育出版

E ママのゆきだるま 長崎  源之助∥文 学研プラス

E ママのもちつき 長崎  源之助∥文 学研プラス

E みんがらばー！  はしれはまかぜ 村中  李衣∥文 新日本出版社

E とけいばとのポッポ いのうえ  ちひろ∥さく・え チャイルド本社

E コロンかいぞくだん かろく  こうぼう∥さく チャイルド本社

E なつのおうさま  かぶとむし 須田  孫七∥監修 チャイルド本社

PS おばけのおまじない 内田  麟太郎∥脚本 童心社

PS ポンコちゃんとすいかわり ひろかわ  さえこ∥脚本・絵 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

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/

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８月号】　２０１７年７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

新着の雑誌（透明のブックカバーが掛かっている雑誌）は、
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