
007 パソコンで困ったときに開く本  '2018 朝日新聞出版

031 ギネス世界記録　'2018 クレイグ　グレンディ∥編 角川アスキー総合研究所

031 現代用語の基礎知識　2018 自由国民社∥編集 自由国民社

159 自分を休ませる練習 矢作 直樹∥著 文響社

159 会社の降り方、自分の昇り方 岡田 昭一∥著 文芸社

159 ★ こころ元気に生きる 鎌田  敏∥著 デザインエッグ株式会社

210 ★ 逆説の日本史　23 井沢 元彦∥著 小学館

210S 天皇家のお葬式 大角 修∥著 講談社

281 人生の気品 草笛 光子∥著 新日本出版社

289.1 女が美しい国は戦争をしない 小川 智子∥著 講談社

290 世界のかわいい村と街 パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル

290 最新世界大地図 小学館クリエイティブ

304 仕方ない帝国 高橋 純子∥著 河出書房新社

312 高度経済成長に挑んだ男たち 小林 吉弥∥著 ビジネス社

312S 国家の共謀 古賀 茂明∥[著] KADOKAWA

316 ユダヤ人を救った動物園 ダイアン　アッカーマン∥著 亜紀書房

319S ★ 知ってはいけない 矢部 宏治∥著 講談社

327 ばっちゃん 伊集院 要∥著 扶桑社

336 コクヨのシンプル整理術 コクヨ株式会社∥著 KADOKAWA

（2017年12月1日～12月31日分）

【 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】

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）

の 2018.1
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345 自分ですらすらできる確定申告の書き方　[平成29年度版] 渡辺 義則∥著 KADOKAWA

361 パリのすてきなおじさん 金井 真紀∥文と絵 柏書房

366 副業図鑑 戸田 充広∥著 総合法令出版

367 70歳、はじめての男独り暮らし 西田 輝夫∥著 幻冬舎

367 母親に、死んで欲しい NHKスペシャル取材班∥著 新潮社

367 だんなデス・ノート 死神∥著 宝島社

369 みんなで作る12か月の壁面飾り 池田書店編集部∥編 池田書店

369 聴導犬のなみだ 野中 圭一郎∥著 プレジデント社

440 宇宙用語図鑑 二間瀬 敏史∥著 マガジンハウス

488 歌う鳥のキモチ 石塚 徹∥著 山と溪谷社

493 マンガでわかるココロの不調回復 食べてうつぬけ 奥平 智之∥著 主婦の友社

493 切れない!詰まらない!らくらくズボラ血管ほぐし 池谷 敏郎∥著 PHP研究所

493S 老人の取扱説明書 平松 類∥著 SBクリエイティブ

498 子どもに「買ってはいけない」「買ってもいい」食品 渡辺 雄二∥著 大和書房

498 おとな女子のセルフ健康診断 内山 明好∥監修 G.B.

559 届かなかった手紙 大平 一枝∥著 KADOKAWA

589 おしゃれはほどほどでいい 野宮 真貴∥著 幻冬舎

593 手仕事礼讃 林 ことみ∥著 誠文堂新光社

594 フェルトの福づくしチャームとお守り袋 ピポン∥著 文化学園文化出版局

596 ぜんぶ小鍋 大庭 英子∥著 世界文化社

596 ターシャ・テューダーのファミリー・レシピ ウィンズロー　テューダー∥著 主婦と生活社

597 ニトリ収納&インテリアベストコーディネート実例集 マガジンボックス

597 すっきり暮らすための掃除・片づけのコツ 主婦の友社∥編 主婦の友社

597 PLUS 1 Living　'No.101 Ｗｉｎｔｅｒ 2017 株式会社主婦の友社

599 卒母のススメ 西原理恵子+卒母ーズ∥著 毎日新聞出版

599 息子とワタシ、ときどきツレ 細川 貂々∥著 新日本出版社

619S 珈琲の世界史 旦部 幸博∥著 講談社

689 東京ディズニーランド&シー裏技ガイド　2018 クロロ∥著 廣済堂出版

【自然・理数・健康】

【手芸・料理・家事・技術】

【産業】
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726 大家さんと僕 矢部 太郎∥著 新潮社

726 しずくちゃん　29 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

726 いわさきちひろ 松本 猛∥著 講談社

726 ★ 銀の匙　VOLUME14 荒川 弘∥著 小学館

773 野村萬斎What is狂言? 野村 萬斎∥著 檜書店

778 ラストシーン 北野 武∥著 ロッキング・オン

778 「ウルトラマン」の熱い熱い名セリフ 東邦出版∥編 東邦出版

778B 崖の上のポニョ スタジオジブリ∥編 文藝春秋

779 落語とは、俺である。 立川 談志∥著 竹書房

779 しょせん幸せなんて、自己申告。 綾小路 きみまろ∥著 朝日新聞出版

779S バカ論 ビートたけし∥著 新潮社

782 クレージー・ランニング 高部 雨市∥著 現代書館

783 洞察力 宮本 慎也∥著 ダイヤモンド社

783 ボウリング場でカッコつけて。 文藝春秋

796 天才棋士加藤一二三挑み続ける人生 加藤 一二三∥著 日本実業出版社

910.2 うそつき 野坂 暘子∥著 新潮社

910.2 群れるな 寺山 修司∥著 興陽館

911.3 寝る前に読む一句、二句。 夏井 いつき∥著 ワニブックス

911.5 退屈をあげる 坂本 千明∥著 青土社

911.5 詩人なんて呼ばれて 谷川 俊太郎∥語り手　詩 新潮社

914.6 時空超えた沖縄 又吉 栄喜∥著 燦葉出版社

914.6 スピンクの笑顔 町田 康∥著 講談社

914.6 月夜の散歩 角田 光代∥著 オレンジページ

914.6 忘れる女、忘れられる女 酒井 順子∥著 講談社

914.6 物語と歩いてきた道 上橋 菜穂子∥著 偕成社

914.6 かるい生活 群 ようこ∥著 朝日新聞出版

914.6S 人間の値打ち 鎌田 實∥著 集英社

914.6S 人生の持ち時間 曽野 綾子∥著 新潮社

933 スティール・キス ジェフリー　ディーヴァー∥著 文藝春秋

【芸能・工芸・スポーツ・まんが】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】
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F ヴェネツィア便り 北村 薫∥著 新潮社

F 鶏小説集 坂木 司∥著 KADOKAWA

F 逆さに吊るされた男 田口 ランディ∥著 河出書房新社

F ぼくせん 木村 忠啓∥著 朝日新聞出版

F ミ・ト・ン 小川 糸∥文 白泉社

F 白い久遠 浅野 里沙子∥著 東京創元社

F オペレーションZ 真山 仁∥著 新潮社

F 西郷どん!　前編・後編 林 真理子∥著 KADOKAWA

F サイレント・ブレス 南 杏子∥著 幻冬舎

F 鳥獣戯画 磯崎 憲一郎∥著 講談社

F 双生児 折原 一∥著 早川書房

F 覆面作家 大沢 在昌∥著 講談社

F 消人屋敷の殺人 深木 章子∥著 新潮社

F キラキラ共和国 小川 糸∥著 幻冬舎

F はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤 たかみ∥著 文藝春秋

F 人の昏(く)れ方 中原 清一郎∥著 河出書房新社

F 駄犬道中こんぴら埋蔵金 土橋 章宏∥著 小学館

F ざわつく女心は上の空 こかじ さら∥著 双葉社

F 呉漢　上・下 宮城谷 昌光∥著 中央公論新社

F 戦の国 冲方 丁∥著 講談社

F 花歌は、うたう 小路 幸也∥著 河出書房新社

F ナックルな三人 ねじめ 正一∥著 文藝春秋

F 葭の堤 秋山 圭∥著 作品社

F クリスマスを探偵と 伊坂 幸太郎∥文 河出書房新社

F ミステリークロック 貴志 祐介∥著 KADOKAWA

F くちなし 彩瀬 まる∥著 文藝春秋

F 光の犬 松家 仁之∥著 新潮社

F たゆたえども沈まず 原田 マハ∥著 幻冬舎

F 三世代探偵団 赤川 次郎∥著 KADOKAWA

F 僕はロボットごしの君に恋をする 山田 悠介∥著 河出書房新社

F 人間タワー 朝比奈 あすか∥著 文藝春秋

F 毒母ですが、なにか 山口 恵以子∥著 新潮社

【小説】
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F さよなら、田中さん 鈴木 るりか∥著 小学館

F 居酒屋ぼったくり　8 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

FB 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　[13] 太田 紫織∥[著] KADOKAWA

FB アクセル・ワールド　22 川原 礫∥[著] KADOKAWA

FB 天都宮帝室の然々な事情　'[2] 我鳥 彩子∥著 集英社

FB 恋虫 白土 夏海∥[著] KADOKAWA

FB 侍女が噓をつく童話(メルヒェン) 長尾 彩子∥著 集英社

FB 相棒　season15中 輿水 泰弘∥ほか脚本 朝日新聞出版

FS 日本遺産殺人ルート 西村 京太郎∥[著] 徳間書店

H289.1 松浦武四郎北の大地に立つ 合田 一道∥著 北海道出版企画センター

H488 なんでそうなの札幌のカラス 中村 眞樹子∥著 北海道新聞社

H686 夢の扉を開けた男 綱島 洋一∥著 中西出版

H748 冬 高橋 真澄∥著　写真 青菁社

HE ★ もりのやきゅうちーむふぁいたーず ほしのせかいへ 北海道日本ハムファイターズ選手会∥さく 北海道新聞社

J0 小学校では学べない一生役立つ読書術 齋藤 孝∥著 KADOKAWA

J1 10歳の質問箱 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会∥編 小学館

J1 イスラム世界やさしいQ&A 岩永 尚子∥著 講談社

J2 世界の国ぐに 小学館

J2 超ビジュアル!三国志人物大事典 渡辺 精一∥監修 西東社

J2 知里幸恵とアイヌ ひきの 真二∥まんが 小学館

J2 松平春嶽 加来 耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

J4 たのしいローマ数字 デビッド　A.アドラー∥文 光村教育図書

J4 人体について知っておくべき100のこと アレックス　フリス∥[ほか]文 小学館

J4 動物園ではたらく 小宮 輝之∥[著] イースト・プレス

J5 世界を救うパンの缶詰 菅 聖子∥文 ほるぷ出版

J5 めちゃかわヘアが大集合!ヘアアレンジ事典スペシャル 榊 美奈子∥監修 ナツメ社

J5 貨物船のはなし 柳原 良平∥作 福音館書店

【北海道資料】

【　児童書　】
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J6S 農学が世界を救う! 生源寺 眞一∥編著 岩波書店

J6 じてんしゃにのれたよ スタジオタッククリエイティブ

J6 探検!世界の港 PHP研究所∥編 PHP研究所

J6 カレーライスを一から作る 前田 亜紀∥著 ポプラ社

J8 数え方のえほん 高野 紀子∥作 あすなろ書房

J8 クレヨンしんちゃんのまんが四字熟語辞典　'[正] 臼井 儀人∥キャラクター原作 双葉社

J9 シランカッタの町で さえぐさ ひろこ∥作 フレーベル館

J9 100年の木の下で 杉本 りえ∥[著] ポプラ社

J9 ねこの町のダリオ写真館 小手鞠 るい∥作 講談社

J9 つくえの下のとおい国 石井 睦美∥著 講談社

J9 5分後に禁断のラスト エブリスタ∥編 河出書房新社

J9 まるタンクとパイプのひみつ みずの よしえ∥作 偕成社

J9 怪談オウマガドキ学園　24・25 常光 徹∥責任編集 童心社

J9 落語少年サダキチ　に 田中 啓文∥作 福音館書店

J9 えっちゃんええやん 北川 チハル∥作 文研出版

J9 あした飛ぶ 束田 澄江∥作 学研プラス

J9 ぼくらの原っぱ森 ジュリア　グリーン∥作 フレーベル館

J9 サラとピンキー ヒマラヤへ行く 富安 陽子∥作　絵 講談社

J9 世界はまるい ガートルード　スタイン∥文 KTC中央出版

J9 妖精のスープ 高森 美由紀∥作 あかね書房

J9 ぼくはO・C・ダニエル ウェスリー　キング∥作 鈴木出版

J9S 西郷どん! 林 真理子∥原作 KADOKAWA

E 一角仙人 片山 清司∥文 BL出版

E いろのかけらのしま イ ミョンエ∥作と絵 ポプラ社

E いそげ!きゅうきゅうしゃ 竹下 文子∥作 偕成社

E ウルトラセブンのおもちゃ箱 まつやま たかし∥作画 CRAZY BUMP

E おたんじょうケーキをつくりましょ えがしら みちこ∥作 絵 教育画劇

E おさかなどろぼう いしい ひろし∥作　絵 PHP研究所

E おじいちゃん 梅田 俊作∥作　絵 ポプラ社

E おなかのなかで 島野 雫∥作　絵 教育画劇

E 路上のおじさん サラ　V∥文 六耀社

E かわいいおとうさん 山崎 ナオコーラ∥ぶん こぐま社

E かぞえてあそぼう123 みなみざわ みよじ∥作 絵本塾出版

E がちょうのたんじょうび 新美 南吉∥作 金の星社

E くまのこライオンプース にしむら もも∥作 小学館

E くるみのなかには たかお ゆうこ∥作 講談社

【　絵本　】
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E こねこのプーフー　'8 アン　ハレンスレーベン∥作 小学館

E サンドイッチをたべたの、だあれ? ジュリア　サーコーン=ローチ∥作 エディション・エフ

E さわれるまなべるさむいくにのどうぶつ エミリ　マロンダン∥文 パイインターナショナル

E じょやのかね とうごう なりさ∥さく 福音館書店

E たくはいびーん 林 木林∥作 小峰書店

E チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる ジェニファー　サームズ∥作 廣済堂あかつき

E ちいさなプリンセスソフィア あおいリボンのウサギ 斎藤 妙子∥構成　文 講談社

E 図書館を心から愛した男 アンドリュー　ラーセン∥文 六耀社

E トンダばあさん 北村 裕花∥作　絵 小さい書房

E どうぶつマンションにようこそ 二宮 由紀子∥文 文研出版

E ★ 日本の神話古事記えほん　5 三浦 佑之∥監修 小学館

E はいちーず 山岡 ひかる∥作 アリス館

E パンダくんプレゼントのもりへ ヤスダ ユミコ∥さく パイインターナショナル

E パーちゃんのパーカ ミシシッピ∥作 あかね書房

E パンダおやこたいそう いりやま さとし∥作 講談社

E ビークル ダン　サンタット∥作 ほるぷ出版

E ふるいせんろのかたすみで チャールズ　キーピング∥作 ロクリン社

E 映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ! 講談社

E サーカスの旅 薬と夢 星 新一∥作 三起商行

E ほしをさがしに しもかわら ゆみ∥作 講談社

E おーいでてこーい 鏡のなかの犬 星 新一∥作 三起商行

E 友を失った夜 とりひき 星 新一∥作 三起商行

E ママはしらないの? ふくだ いわお∥作 光村教育図書

E マスターさんとどうぶつえん アーノルド　ローベル∥さく 好学社

E ゆきのひのおくりもの ポール　フランソワ∥文 鈴木出版

E よるだけパンダ 大塚 健太∥さく 小学館

E ライタのたてがみ モカ子∥作　絵 ひさかたチャイルド

E レモンちゃん さとう めぐみ∥作　絵 PHP研究所

E わたしの兄の本 モーリス　センダック∥著 集英社

PS しっぺいたろう 津田  真一∥脚本 童心社

PS かんづめ  あけよう！ 五味  太郎∥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

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　２０１８年1月号】　２０１７年１２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

＜ＷｅｂＯＰＡＣ（所蔵検索）＞　https://ilisod001.apsel.jp/saromalib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp
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