
014 図書の修理とらの巻 書物の歴史と保存修復に関する研究会∥編 澪標

019 どんな絵本を読んできた？ 「この絵本が好き！」編集部∥編 平凡社

141 神童は大人になってどうなったのか 小林  哲夫∥著 太田出版

146 風の電話　大震災から６年、風の電話を通して見えること 佐々木  格∥著 風間書房

159 ★ もうちょっと「雑」に生きてみないか 和田  秀樹∥著 新講社

210.7 満州開拓団の真実　なぜ、悲劇が起きてしまったのか 小林  弘忠∥著 七つ森書館

210.7S 戦争と平和 百田  尚樹∥著 新潮社

213 変貌する都市の記録 富岡  畦草∥著 白揚社

288 天皇陛下からわたしたちへのおことば 高森  明勅∥監修 双葉社

288 君は天皇をどうしたいのかね？ 明石  元紹∥著 敬文舎

289.1 西郷どんとよばれた男 原口  泉∥著 ＮＨＫ出版

289.1 コックリさんの父　中岡俊哉のオカルト人生 岡本  和明∥著 新潮社

289.1 産婆フジヤン　明日を生きる力をくれる、９３歳助産師代記 坂本  フジヱ∥著 産業編集センター

289.3 ゲバラのＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 佐藤  美由紀∥著 双葉社

291 日本百低山 日本山岳ガイド協会∥編 幻冬舎

302 君とまた、あの場所へ　シリア難民の『明日 安田  菜津紀∥著 新潮社

304 論戦　2017　頼るな、備えよ 桜井  よしこ∥著 ダイヤモンド社

312 戦争を知っている最後の政治家　中曽根康弘の言葉 鈴木  哲夫∥著 ブックマン社

317 警視庁生きものがかり 福原  秀一郎∥著 講談社

317S 大手新聞・テレビが報道できない「官僚」の真実 高橋  洋一∥著 ＳＢクリエイティブ

330 「経済」のギモン、ぶっちゃけてもいいですか？　いまさら聞けない！ 髙橋  洋一∥著 実務教育出版

333 「歴史×経済」で読み解く世界と日本の未来 中原  圭介∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ

369 原爆死の真実　きのこ雲の下で起きていたこと ＮＨＫスペシャル取材班∥著 岩波書店

379 子どもの語彙力を伸ばすのは、親の務めです。 斎藤  孝∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

395S 靖国の軍馬　戦場に散った一〇〇万頭 加藤  康男∥著 祥伝社

404 図解身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本 左巻  健男∥編著 明日香出版社

思わずだれかに話したくなる

480 世界のかわいいけもの！ パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル

481 動物になって生きてみた チャールズ・フォスター∥著 河出書房新社

　（２０１７年９月１日～９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】

【地理・歴史・伝記】

【社会・資格・教育】

【自然・理数・健康】

の

２０１７．１０
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490 ６０歳からの幸せ臨終学 志賀  貢∥著 海竜社

492S 病気を遠ざける！１日１回日光浴　日本人は知らないビタミンDの実力 斎藤  糧三∥著 講談社

493S 子どもの脳を傷つける親たち 友田  明美∥著 ＮＨＫ出版

497 ★ 毒出しうがい　歯科医が考案 照山  裕子∥著 アスコム

498 医師・専門家が教える家庭でできる元気のコツ大全 読売新聞医療部∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ

498 自律神経は１分で整う！ 今野  清志∥著 自由国民社

人生が変わるお口の健康と自立神経の話

498 わたしの主人公はわたし　他人の声に振りまわされない生き方 細川  貂々∥著 平凡社

538B ドリーム　NASAを支えた名もなき計算手たち マーゴット・リー・シェタリー∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン

593 暮らしに寄り添う手作りのかっぽう着 ブティック社

593 大人女子はブラ・ショーツで体形を変える 國保  和子∥著 主婦の友社

594 ディズニーフェルトマスコット　いっぱい作って楽しもう！ 佐々木  公子∥著 ブティック社

594 ディズニーのころまるビーズモチーフ 松岡  朗子∥著 ブティック社

594 手編みであったか、シンプルな犬のふだん着 俵森  朋子∥著 河出書房新社

594 ざっくり編みたいチャンキーニット 寺西  恵里子∥著 主婦と生活社

超極太糸だから、はじめてさんでもらくらく編める！

596 かんたん！甘酒ダイエット 今津  嘉宏∥医学監修 洋泉社

お腹スッキリ＆肌もイキイキ身体にやさしいから続けられる

596 最愛台湾ごはん　春菜的台湾好吃案内 池澤  春菜∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

597 PLUS 1 Living 株式会社主婦の友社

597S 覚悟の片付け　リバウンドなし！ 阿部  絢子∥著 ＮＨＫ出版

646 もふもふインコ川柳 コンパニオンバード編集部∥編 誠文堂新光社

675 くらべる値段 おかべ  たかし∥文 東京書籍

686 海の見える駅 村松  拓∥著 雷鳥社

726 絵本作家６１人のアトリエと道具 玄光社

726 重版出来！　８ 松田 奈緒子∥著 小学館

726 ★ うちの猫がまた変なことしてる。1 卵山  玉子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

726 ★ ねことじいちゃん　１～３ ねこまき∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

751 接着性のある粘土ジュエルパテＤｅＣｏＲｅで作るディズニーキラキラデコモチーフ ブティック社

754 エンジョイディズニーグリーティングカード 鈴木  孝美∥著 ブティック社

759 伝統こけしの本 萩原  健太郎∥著 スペースシャワーネットワーク

769 スカートはかなきゃダメですか？ 名取  寛人∥著 理論社

世界をカエル　１０代からの羅針盤　ジャージで学校

775 時代とフザケた男　エノケンからAKB４８までを続ける喜劇人 小松  政夫∥著 扶桑社

778 翔ぶ夢、生きる力　俳優石坂浩二自伝 石坂  浩二∥著 広済堂出版

778 お父さんの日記 かあい  がもん∥著 宝島社

783 気にしない。　どんな逆光にも負けない心を強く知る習慣 森本  稀哲∥著 ダイヤモンド社

783 渡辺裕之の６０過ぎたら９０を切るゴルフ 渡辺  裕之∥著 祥伝社

796 藤井聡太　名人をこす少年 津江  章二∥著 日本文芸社

【手芸・料理・家事・技術】

【産業】

【芸能・工芸・スポーツ・まんが・】
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802 なくなりそうな世界のことば 吉岡  乾∥著 創元社

914.6 人生の旅をゆく　3 吉本  ばなな∥著 ＮＨＫ出版

914.6 うつぼのひとりごと 吉村  万壱∥著 亜紀書房

914.6 告白　三島由紀夫未公開インタビュー 三島  由紀夫∥著 講談社

914.6 東京の夫婦 松尾  スズキ∥著 マガジンハウス

914.6S 安楽死で死なせて下さい 橋田  壽賀子∥著 文芸春秋

914.6S 正直者ばかりバカを見る 池田  清彦∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

915.6 おれたちを跨ぐな！　わしらは怪しい雑魚釣り隊 椎名  誠∥著 小学館

916S 十五歳の戦争 西村  京太郎∥著 集英社

923 逆向誘拐 文  善∥著 文藝春秋

949 おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン∥著 新潮社

976 弟は僕のヒーロー ジャコモ・マッツァリオール∥著 小学館

F ヒストリア 池上  永一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 鳳凰の船 浮穴  みみ∥著 双葉社

F 院長選挙 久坂部  羊∥著 幻冬舎

F Ａｎｋ：ａ　ｍｉｒｒｏｒｉｎｇ　ａｐｅ 佐藤  究∥著 講談社

F 緑の窓口　樹木トラブル解決します 下村  敦史∥著 講談社

F 狐と韃　知らぬ火文庫 朱川  湊人∥著 光文社

F ★ 移植医たち 谷村  志穂∥著 新潮社

F 人形たちの白昼夢 千早  茜∥著 ＰＨＰ研究所

F 無敵の二人 中村  航∥著 文芸春秋

F Ｒ帝国 中村  文則∥著 中央公論新社

F １００億人のヨリコさん 似鳥  鶏∥著 光文社

F 神の涙 馳  星周∥著 実業之日本社

F つぼみ 宮下  奈都∥著 光文社

F ほしのこ 山下  澄人∥著 文藝春秋

F 君の知らない方程式　BISビブリオバトル部　4 山本  弘∥著 東京創元社

F さらさら流る 柚木  麻子∥著 双葉社

F 盤上の向日葵 柚月  裕子∥著 中央公論新社

【文学・詩・エッセイ・外国文学】

【小説】

【ことば・話し方】
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F 有楽斎の戦 天野  純希∥著 講談社

F 雁にあらねど 蜂谷  涼∥著 柏艪舎

F 東京ガールズ選挙　こじらせ系女子高生が生徒会長を目指したら 長嶺  超輝∥著 ユーキャン学び出版

F 眩 朝井  まかて∥著 新潮社

F 会津執権の栄誉 佐藤  巌太郎∥著 文藝春秋

F ソロ 笹本  稜平∥著 祥伝社

F ランニング・ワイルド 堂場  瞬一∥著 文藝春秋

F 国士 楡  周平∥著 祥伝社

F むーさんの自転車 ねじめ  正一∥著 中央公論新社

F 訪問看護師さゆりの探偵ノート 石黒  順子∥著 講談社

F 青空に飛ぶ 鴻上  尚史∥著 講談社

F ＧＩプリン 渡辺  淳子∥著 光文社

F ★ 烏は主を選ばない 阿部  智里∥著 文藝春秋

F ★ 黄金の烏 阿部  智里∥著 文藝春秋

F ★ 空棺の烏 阿部  智里∥著 文藝春秋

F ★ 玉依姫 阿部  智里∥著 文藝春秋

F ★ 弥栄の烏 阿部  智里∥著 文藝春秋

F 嘘をつく器　死の曜変天目 一色  さゆり∥著 宝島社

F ジャパン・トリップ 岩城  けい∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F 塔と重力 上田  岳弘∥著 新潮社

F さあ、文学で戦争を止めよう 笙野  頼子∥著 講談社

F 君が夏を走らせる 瀬尾  まいこ∥著 新潮社

F ゴースト 中島  京子∥著 朝日新聞出版

F 銀河の通信所 長野  まゆみ∥著 河出書房新社

F 迷－まよう－　アンソロジー 大沢  在昌　他∥著 新潮社

F 惑－まどう－　アンソロジー 大崎  梢　他∥著 新潮社

F 別府フロマラソン 澤西  祐典∥著 書肆侃侃房

F 運命の恋をかなえるスタンダール 水野  敬也∥著 文響社

F パラダイスィー８ 雪舟  えま∥著 新潮社

FB 桜子さんの足下には死体が埋まっている　12 太田  紫織∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB デート・ア・ライブ　１７ 橘  公司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB パンドラ　猟奇犯罪検視官・石上妙子 内藤  了∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB 身代わりの空　上・下 堂場  瞬一∥著 講談社

FB 魔法科高校の劣等生　２３　孤立編 佐島  勤∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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FB あきない世伝金と銀　４　貫流篇 高田  郁∥著 角川春樹事務所

FB なれる！ＳＥ　１６　　２年目でわかる？SE入門 夏海  公司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

FB 研究公正局・二神冴希の査問　幻の論文と消えた研究者 喜多  喜久∥著 宝島社

FB アキラとあきら 池井戸  潤∥著 徳間書店

FB 厄災王女と不運を愛する騎士の二律背反 藍川  竜樹∥著 集英社

FB 涅槃月ブルース 桑原  水菜∥著 集英社

FB 船参宮 佐伯  泰英∥著 文芸春秋

FB 天都宮帝室の然々な事情 我鳥  彩子∥著 集英社

FB ★ 霧に棲む鬼 小杉  健治∥著 祥伝社

FB ★ 離れ簪 小杉  健治∥著 祥伝社

FB ★ 破暁の道　上・下 小杉  健治∥著 祥伝社

FB ★ 砂の守り 小杉  健治∥著 祥伝社

FB ★ 美の翳 小杉  健治∥著 祥伝社

H291 北海道道の駅徹底オールガイド カルチャーランド∥著 メイツ出版

H291 スロウ ソーゴー印刷

H787 ここで釣れる北海道の港全ガイド 道新スポーツ・週刊釣り新聞ほっかいどう∥編 北海道新聞社

J1S はじめての哲学的思考 苫野  一徳∥著 筑摩書房

J2 Ｍｒ．トルネード 佐々木  健一∥著 小学館

J3 カレーの教科書 石倉　ヒロユキ∥編集 岩崎書店

J3 ぼくらがつくった学校 ささき  あり∥文 佼成出版社

J4 朝だよ！貝社員爆笑！！マジでめっちゃオモロイ海のいきもの図鑑 アサリと課長∥著 ディー・エル・イー

J4 ざんねんないきもの事典 今泉  忠明∥監修 高橋書店

J4 助産師になるには 加納  尚美∥編著 ぺりかん社

J4 目でみる地下の図鑑 こどもくらぶ∥編 東京書籍

J5 世界のくるま図鑑２５００ スタジオタッククリエイティブ

J5 子どもの手芸ワクワク楽しいアイロンビーズ 寺西  恵里子∥著 日東書院本社

J7 恐怖！なぞなぞじごくめぐり ながた  みかこ∥作 ポプラ社

J7S 敗北を力に！ 元永  知宏∥著 岩波書店

J8 話し方ひとつでキミは変わる 福田  健∥著 ＰＨＰ研究所

J9 源氏、絵あわせ、貝あわせ 小森  香折∥作 偕成社

J9 １０分で読めるこわ～い落語 土門  トキオ∥文 学研プラス

J9 理科準備室のヴィーナス 戸森  しるこ∥著 講談社

J9 紅のトキの空 ジル・ルイス∥作 評論社

J9 かえたい二人 令丈  ヒロ子∥作 ＰＨＰ研究所

J9 わすれんぼっち 橋口  さゆ希∥作 ＰＨＰ研究所

【北海道資料】

【　児童書　】

１０月の休館日は、２日（月）、９日（月）、１０日（火）、１６日（月）、２３日（月）、３０日（月）、３１日（火）です。
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J9 カラスだんなのはりがねごてん 井上  よう子∥作 文研出版

J9 ファニー１３歳の指揮官 ファニー・ベン＝アミ∥著 岩波書店

J9 暗号クラブ　１０ ペニー・ワーナー∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

J9 涙倉の夢 柏葉  幸子∥作 講談社

J9 わたしが、もうひとり？ ほしお  さなえ∥作 徳間書店

J9 わたしがいどんだ戦い１９３９年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー∥作 評論社

J9 リンちゃんとネネコさん 森山  京∥作 講談社

J9 ようかいとりものちょう　７ 大崎  悌造∥作 岩崎書店

J9 サイモンｖｓ人類平等化計画 ベッキー・アルバータリ∥作 岩波書店

J9 空で出会ったふしぎな人たち 斉藤  洋∥作 偕成社

J9 恋する熱気球 梨屋  アリエ∥著 講談社

J9 少年Ｎの長い長い旅　０３ 石川  宏千花∥著 講談社

J9 拝啓、お母さん 佐和  みずえ∥作 フレーベル館

J9 おばけのアッチ　ドララちゃんとドララちゃん 角野  栄子∥さく ポプラ社

J9 わたしの苦手なあの子 朝比奈  蓉子∥作 ポプラ社

J9 わたしのげぼく 上野  そら∥作 アルファポリス

J9S ミッキーマウスの事件簿 ヴァレンティーナ・カメリーニ∥文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

E ウォーリーのゆめのくにだいぼうけん！ マーティン　ハンドフォード∥作・絵 フレーベル館

E サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン∥作 あすなろ書房

E あやしい妖怪はかせ 小森　香折∥文 アリス館

E だいぶつさまのうんどうかい 苅田　澄子∥ぶん アリス館

E こんやはてまきずし 五味  ヒロミ∥作 岩崎書店

E カーズ／クロスロード ＫＡＤＯＫＡＷＡ

E ちいさなプリンセスソフィア　はじめてがいっぱいのクリスマス ローリー・イスラエル∥ぶん 講談社

E ほしじいたけほしばあたけ 石川  基子∥作 講談社

E このママにきーめた！ のぶみ∥さく サンマーク出版

E パンダくんいそいで！ ヤスダ  ユミコ∥さく パイインターナショナル

E いちにちじごく ふくべ  あきひろ∥さく ＰＨＰ研究所

E さわってたのしむどうぶつずかん ドーリング・キンダースリー社編集部∥企画・編集 ＢＬ出版

E 生きる 谷川  俊太郎∥詩 福音館書店

E にじいろでんしゃはっしゃしまーす！ 間瀬  なおかた∥作／絵 学研教育みらい

E おいしいまんまるさん 五味　ヒロミ∥さく 岩崎書店

【　絵本　】
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E おふろでなんでやねん 鈴木  翼∥文 世界文化社

E おすしのずかん 大森  裕子∥作 白泉社

E われらにんじゃ 庄司  三智子∥さく・え チャイルド本社

E おしえてベッカン 山下  明生∥さく チャイルド本社

E ひっつきむしってなあに？ 大久保  茂徳∥監修 チャイルド本社

E 皿たろうだいかつやく！ マスダ  ケイコ∥さく・え フジテレビＫＩＤＳ

E もしかしてオオカミ！？ ヴェロニク・カプラン∥作 岩崎書店

E ６この点 ジェン・ブライアント∥文 岩崎書店

E そらの１００かいだてのいえ いわい  としお∥作 偕成社

E まっくらやみのまっくろ ミロコマチコ∥作・絵 小学館

E おやさいめしあがれ 視覚デザイン研究所∥さく 視覚デザイン研究所

E あそぶ！ ジェズ・オールバラ∥作・絵 徳間書店

E みなみへ ダニエル・ダンカン∥さく 評論社

E にんぎょうのおいしゃさん マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作 ＰＨＰ研究所

E ぐるぐる  まわろう  ぐるぐるでんしゃ 間瀬  なおかた∥作・絵 ひさかたチャイルド

E ぼくんちのねこまたフーじぃ 上野  与志∥作 ひさかたチャイルド

E ホッキョクグマと南極のペンギン ジーン・ウィリス∥文 ＢＬ出版

E ねずみくんといたずらビムくん なかえ  よしを∥作 ポプラ社

E ナマケもん ひぐち  ともみ∥文・絵 小学館

E じいちゃんバナナ  ばあちゃんバナナ のし  さやか∥作・絵 ひさかたチャイルド

E まねきねこだ！！ 高畠  那生∥作 好学社

E 仮名手本忠臣蔵 吉田  愛∥文・絵 講談社

E ロケット発射場の一日 いわた  慎二郎∥作・絵 講談社

E ブタのドーナツやさん 谷口  智則∥作 小学館

E おつきみバス 藤本  ともひこ∥作・絵 鈴木出版

E あま～いしろくま 柴田  ケイコ∥作・絵 ＰＨＰ研究所

E あいたくなっちまったよ きむら  ゆういち∥作 ポプラ社

E ようかいでんしゃ ナカオ  マサトシ∥さく ポプラ社

E 森のおはなし マーク・マーティン∥作 六耀社

PS くらべっこ  くらべっこ まえとく  あきこ∥脚本・絵 童心社

PS ハロウィンのかぼちゃ ますい  さちみ∥脚本 童心社

7 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

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）＞　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　２０１７年１０月号】　２０１７年９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
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