
002 愚者が訊く  'その2 倉本 聰∥著 双葉社

159 好きか、嫌いか、大好きか。で、どうする? 夏木 マリ∥著 講談社

159 ★ ほどよく距離を置きなさい 湯川 久子∥著 サンマーク出版

180 ★ ごまかさない仏教 佐々木 閑∥著 新潮社

188 お坊さん、「女子の煩悩」どうしたら解決できますか? 三浦 性曉∥著 青春出版社

209S 池上彰の世界から見る平成史 池上 彰∥[著] KADOKAWA

288 美智子さま凛とした素敵な和装59年の歩み 別冊宝島編集部∥著 宝島社

289.1 おかげさまで、注文の多い笹餅屋です 桑田 ミサオ∥著 小学館

289.1S 決断のとき 小泉 純一郎∥著 集英社

291 ダーリンの東京散歩 小栗 左多里∥著 小学館

297 極夜行 角幡 唯介∥著 文藝春秋

304 ★ 日本再興戦略 落合 陽一∥著 幻冬舎

304 情報隠蔽国家 青木 理∥著 河出書房新社

304S 半分生きて、半分死んでいる 養老 孟司∥著 PHP研究所

312S 政治人生 鈴木 宗男∥著 中央公論新社

329 日報隠蔽 布施 祐仁∥著 集英社

329 告白 旗手 啓介∥著 講談社

（2018年3月1日～3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）

【人生訓・哲学】

【地理・歴史・伝記】

【社会・資格・教育】

【総記】　                              ★のついているものは、リクエストのあった本です。

2018.4
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361 口下手・弱気・内向型のあなたのための弱みが強みに変わる逆転の心理学 神岡 真司∥著 清流出版

361 北欧女子オーサが見つけた日本の不思議 4 オーサ　イェークストロム∥著 KADOKAWA

366 大丈夫、働けます。 成澤 俊輔∥著 ポプラ社

367 熟年離婚、したくなければズボラ婚。 池田 明子∥著 双葉社

369 地域で愛される子ども食堂つくり方・続け方 飯沼 直樹∥著 翔泳社

410 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる 小杉 拓也∥著 ベレ出版

432 ビーカーくんのゆかいな化学実験 うえたに夫婦∥著 誠文堂新光社

489 ★ 酒好き医師が教える最高の飲み方 葉石 かおり∥著 日経BP社

489 読むパンダ 黒柳 徹子∥選 白水社

491 人間の未来AIの未来 山中 伸弥∥著 講談社

493 まんがでわかる隣のサイコパス 名越 康文∥監修 カンゼン

495 子宮がん 小田 瑞恵∥著 主婦の友社

498 だまされない 鎌田 實∥著 KADOKAWA

498 若杉ばあちゃんのよもぎの力 若杉 友子∥著 パルコエンタテインメント事業部

576S 汚れの科学 齋藤 勝裕∥著 SBクリエイティブ

590 魔法の家事時間割 三條 凛花∥著 扶桑社

590 女の子が20歳を過ぎたら知っておきたい「お金」と「暮らし」の基本BOOK InRed編集部∥著 宝島社

593 タオルでつくりたいもの かわい きみ子∥著 地球丸

594 フェルトで作るかわいい和のお飾り ブティック社

594 ハーバリウム 誠文堂新光社∥編 誠文堂新光社

596 パンによく合うかんたんサラダ弁当 坂下 真希子∥著 立東舎

596 ポリ袋で作ろう!餃子、めん、パンを 荻野 恭子∥著 文化学園文化出版局

597 PLUS 1 Living  'No.102 Ｓｐｒｉｎｇ ２０１８ 株式会社主婦の友社

599 赤ちゃんが夜早く、長く眠るかんたん☆ねんねトレーニングBOOK 伊藤 かよこ∥著 日本実業出版社

726 ★ さよならしきゅう 岡田  有希∥著 講談社

726 名探偵コナン  'VOLUME93・'VOLUME94 青山 剛昌∥著 小学館

726 ねことじいちゃん 4 ねこまき∥著 KADOKAWA

726 名探偵コナン 92～94 青山 剛昌∥著 小学館

726 猫ピッチャー 7 そにし けんじ∥著 中央公論新社

【自然・理数・健康】

【手芸・料理・家事・技術】

【芸能・工芸・スポーツ・まんが】
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726 ダーリンは72歳 西原 理恵子∥著 小学館

728 ★ 文字に美はありや。 伊集院 静∥著 文藝春秋

754 おりがみで作る箱 布施 知子∥著 誠文堂新光社

774 成田屋のおくりもの 堀越 希実子∥著 マガジンハウス

778 Lily 石田 ゆり子∥著 文藝春秋

778 ハリー・ポッターと魔法の歴史をめぐる旅 ブルームズベリー社∥編 静山社

783 中村俊輔サッカー覚書 中村 俊輔∥著 文藝春秋

778B コクリコ坂から スタジオジブリ∥編 文藝春秋

778S 私が愛した映画たち 吉永 小百合∥著 集英社

839 梵字字典 小峰 智行∥著 東京堂出版

910.2 家族戦争 西舘 好子∥著 幻冬舎

910.2S ★ 一度は読んでおきたい現代の名短篇 湯川 豊∥著 小学館

911.1 プーさんの鼻 俵 万智∥著 河出書房新社

911.5 こんにちは 谷川 俊太郎∥著 ナナロク社

914.6 恨みっこなしの老後 橋田 壽賀子∥著 新潮社

914.6 木皿食堂　3 木皿 泉∥著 双葉社

914.6 病気自慢 玉村 豊男∥著 世界文化クリエイティブ

914.6 ★ オンナの奥義 阿川 佐和子∥著 文藝春秋

914.6 星空の谷川俊太郎質問箱 谷川 俊太郎∥著 ほぼ日

914.6 ご機嫌な習慣 松浦 弥太郎∥著 中央公論新社

914.6 ほどほど快適生活百科 群 ようこ∥著 集英社

914.6 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子∥文 講談社

914.6 永遠のおでかけ 益田 ミリ∥著 毎日新聞出版

914.6 美女は天下の回りもの 林 真理子∥著 マガジンハウス

914.6B 卵を買いに 小川 糸∥[著] 幻冬舎

916 ペコロスの母の忘れもの 岡野 雄一∥著 朝日新聞出版

916 工学部ヒラノ教授の終活大作戦 今野 浩∥著 青土社

936B 15時17分、パリ行き アンソニー　サドラー∥著 早川書房

914.6S 暮らし自分流 下重 暁子∥著 海竜社

914.6S デラシネの時代 五木 寛之∥[著] KADOKAWA

【ことば・話し方】

【文学・詩・エッセイ・外国文学】
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914.6S ★ 孤独のすすめ 五木 寛之∥著 中央公論新社

914.6S 立ち直る力 辻 仁成∥著 光文社

F 1ミリの後悔もない、はずがない 一木 けい∥著 新潮社

F 焰 星野 智幸∥著 新潮社

F ヒトごろし 京極 夏彦∥著 新潮社

F 赤猫 柴田 哲孝∥著 光文社

F ★ 棲月 今野 敏∥著 新潮社

F 海馬の尻尾 荻原 浩∥著 光文社

F 雲上雲下 朝井 まかて∥著 徳間書店

F 江國香織童話集 江國 香織∥著 理論社

F 春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎 琢磨∥著 新潮社

F 国会議員基礎テスト 黒野 伸一∥著 小学館

F 愛が挟み撃ち 前田 司郎∥著 文藝春秋

F イザベルに薔薇を 伊集院 静∥著 双葉社

F クローゼット 千早 茜∥著 新潮社

F ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで 真梨 幸子∥著 幻冬舎

F 水田マリのわだかまり 宮崎 誉子∥著 新潮社

F 小説禁止令に賛同する いとう せいこう∥著 集英社

F 九十八歳になった私 橋本 治∥著 講談社

F モモコとうさぎ 大島 真寿美∥著 KADOKAWA

F 沸点桜(ボイルドフラワー) 北原 真理∥著 光文社

F 海亀たち 加藤 秀行∥著 新潮社

F 奏弾室 仁木 英之∥著 徳間書店

F かちがらす 植松 三十里∥著 小学館

F スイート・ホーム 原田 マハ∥著 ポプラ社

F 刑事の怒り 薬丸 岳∥著 講談社

F 敵の名は、宮本武蔵 木下 昌輝∥著 KADOKAWA

F 路上のX 桐野 夏生∥著 朝日新聞出版

F ★ オーパーツ死を招く至宝 蒼井 碧∥著 宝島社

F 祝葬 久坂部 羊∥著 講談社

F 光点 山岡 ミヤ∥著 集英社

F 花ひいらぎの街角 吉永 南央∥著 文藝春秋

F しょったれ半蔵 谷津 矢車∥著 小学館

F そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ∥著 文藝春秋

F 額を紡ぐひと 谷 瑞恵∥著 新潮社

F 口笛の上手な白雪姫 小川 洋子∥著 幻冬舎

【小説】
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F エンディングノート 山本 譲司∥著 光文社

F 蒼き山嶺 馳 星周∥著 光文社

F あとは野となれ大和撫子 宮内 悠介∥著 KADOKAWA

F 定年オヤジ改造計画 垣谷 美雨∥著 祥伝社

F 掟上今日子の色見本 西尾 維新∥著 講談社

F 樽とタタン 中島 京子∥著 新潮社

F ディレイ・エフェクト 宮内 悠介∥著 文藝春秋

F 護られなかった者たちへ 中山 七里∥著 NHK出版

F ★ 獣医さんのイタい恋 清水  秀茂∥著 文芸社

F 東京ランナーズ 渋谷 和宏∥著 KADOKAWA

F ★ 玄鳥さりて 葉室 麟∥著 新潮社

F 大人になったら、 畑野 智美∥著 中央公論新社

F 熟れた月 宇佐美 まこと∥著 光文社

F 伴走者 浅生 鴨∥著 講談社

FB 錬金術師は禁じられた現を超える 一原 みう∥著 集英社

FB COPY 内藤 了∥[著] KADOKAWA

FB ★ 終末なにしてますか?もう一度だけ、会えますか?　'#01　～#05 枯野 瑛∥著 KADOKAWA

FB 死香探偵 喜多 喜久∥著 中央公論新社

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　13 大森 藤ノ∥著 SBクリエイティブ

FB ソードアート・オンラインプログレッシブ　5 川原 礫∥[著] KADOKAWA

FB 後宮麗華伝 はるおか りの∥著 集英社

FB ぼぎわんが、来る 澤村 伊智∥[著] KADOKAWA

FB 0能者ミナト　11 葉山 透∥[著] KADOKAWA

FB あきない世傳金と銀　5 高田 郁∥著 角川春樹事務所

FB げんげ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

FB 学校の青空 角田 光代∥著 河出書房新社

FB ★ 死刑にいたる病 櫛木 理宇∥著 早川書房

FB ★ お断り 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所

FB 化学探偵Mr.キュリー　7 喜多 喜久∥著 中央公論新社

FS 西から来た死体 西村 京太郎∥著 中央公論新社

FS 広島電鉄殺人事件 西村 京太郎∥著 新潮社

FS 松本・梓川殺人事件 梓 林太郎∥著 光文社
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H211 北海道の歴史がわかる本 桑原 真人∥著 亜璃西社

H291 地図で楽しむすごい北海道 都道府県研究会∥著 洋泉社

H596 おいしい大地、北海道! すずき もも∥著 イースト・プレス

H748 春 高橋 真澄∥著　写真 青菁社

H782 北海道ランニング大会ガイド　2018 ランナーズサポート北海道∥編 北海道新聞社

H783 北海道コンサドーレ札幌オフィシャル・ガイドブック　2018 北海道新聞社∥編著 北海道新聞社

H787 北海道の海釣り入門 山道 正克∥著 つり人社

H291 函館　''19 昭文社

H291 るるぶ北海道　''19 JTBパブリッシング

H291 北海道''19 昭文社

H291 るるぶ函館　''19 JTBパブリッシング

J0 ドラえもん社会ワールド情報に強くなろう 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館

J0 はじめての研究レポート作成術 沼崎 一郎∥著 岩波書店

J1 すきなことのみつけかた たかい よしかず∥さく 大日本図書

J1 マンガでわかる!10代に伝えたい名言集 定政 敬子∥文 大和書房

J1 ★ 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作 マガジンハウス

J1 逆境を乗り越える50のヒント 植西 聰∥著 PHP研究所

J1 こどもギリシア哲学 齋藤 孝∥著 草思社

J2 日本の歴史'別巻[2-1] 山本 博文∥監修 KADOKAWA

J2 赤ちゃんと母(ママ)の火の夜 早乙女 勝元∥作 新日本出版社

J2 ざんねんな偉人伝 真山 知幸∥著 学研プラス

J2 サイテーの偉人スティーブ・ジョブズに学ぶこれからを生きる7つのレッスン 竹内 一正∥著 講談社

J2 ドラえもん社会ワールド日本の地理とくらし 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館

J2 日本の歴史'別巻[2-3] 山本 博文∥監修 KADOKAWA

J2 日本の歴史'別巻[2-2] 山本 博文∥監修 KADOKAWA

J2 チョコレート物語 佐和 みずえ∥著 くもん出版

J3 ようこそ、難民! 今泉 みね子∥著 合同出版

J3 今日よりは明日はきっと良くなると 茂市 久美子∥著 講談社

J3 学校にある道具使い方事典 梅澤 真一∥監修 PHP研究所

J4 泣けるいきもの図鑑 今泉 忠明∥監修 学研プラス

【北海道資料】

【　児童書　】
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J4 食物アレルギーキャラクター図鑑 赤澤 晃∥監修 日本図書センター

J5 企業内職人図鑑　14 こどもくらぶ∥編 同友館

J6 グランドスタッフになるには 京極 祥江∥著 ぺりかん社

J6S ぼくはネコのお医者さん 東 多江子∥文 講談社

J7 映画ドラえもんのび太の宝島クイズドリル 藤子　F　不二雄∥原作 小学館

J7 二人でなら、世界一になれる! 光丘 真理∥著 PHP研究所

J7 そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地 国夫∥写真 小学館

J8 国語は語彙力! 齋藤 孝∥著 PHP研究所

J9 きくち駄菓子屋 かさい まり∥文 アリス館

J9 アラビアンナイト 濱野 京子∥文 ポプラ社

J9 となりの火星人 工藤 純子∥著 講談社

J9 どうくつをこねる糸川くん 春間 美幸∥作 講談社

J9 キダマッチ先生!　2 今井 恭子∥文 BL出版

J9 5分後に恋の結末 橘 つばさ∥著 学研プラス

J9 さよなら、ぼくらの千代商店 中山 聖子∥作 岩崎書店

J9 リーナのイケメンパパ 田沢 五月∥作 国土社

J9 キダマッチ先生!　1 今井 恭子∥文 BL出版

J9 なみきビブリオバトル・ストーリー 森川 成美∥作 さ・え・ら書房

J9 あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉 幸子∥作 小学館

J9 悪ガキ7　'[6] 宗田 理∥著 静山社

J9 まほうのゆうびんポスト やまだ ともこ∥作 金の星社

J9 ぼくのネコがロボットになった 佐藤 まどか∥作 講談社

J9 サンタちゃん ひこ　田中∥作 講談社

J9 よりみち3人修学旅行 市川 朔久子∥著 講談社

J9 さよなら、おばけ団地 藤重 ヒカル∥作 福音館書店

J9 グドーさんのおさんぽびより たかどの ほうこ∥著 福音館書店

J9 言葉屋　5 久米 絵美里∥作 朝日学生新聞社

J9 ピーター・パン J.M.バリ∥作 ポプラ社

J9 しりとりボクシング 新井 けいこ∥作 小峰書店

J9 川のむこうの図書館 池田 ゆみる∥作 さ・え・ら書房

J9 おばけのアッチとくものパンやさん 角野 栄子∥さく ポプラ社

J9 保健室の午後 赤川 次郎∥著 汐文社

J9 墓守りのレオ　'[2] 石川 宏千花∥著 小学館

J9 少年Nの長い長い旅　　'04 石川 宏千花∥[著] 講談社

J9 夢見る横顔 嘉成 晴香∥著 PHP研究所

J9 三びきのクマ レフ　トルストイ∥作 理論社

J9 昔話法廷　'Season2 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班∥編 金の星社

J9S ★ 斉木楠雄のΨ難 麻生 周一∥原作 集英社
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E アナと雪の女王 家族の思い出 オラフのおはなし 李 正美∥構成　文 講談社

E あ、あ! ねこ しおり∥ぶん 偕成社

E あくまちゃんとてんしちゃん のぶみ∥さく 幻冬舎

E いろいろいろんなかぞくのほん メアリ　ホフマン∥ぶん 少年写真新聞社

E いもほりバス 藤本 ともひこ∥作　絵 鈴木出版

E うみべのこねこ 宇野 克彦∥作 ひさかたチャイルド

E うでのいいくつや くすのき しげのり∥作 フレーベル館

E うるしー ロロン∥作 ディスカヴァー・トゥエンティワン

E おみせやさんでんしゃ 林 木林∥文 交通新聞社

E おはなみくまちゃん シャーリー　パレントー∥ぶん 岩崎書店

E おこらせるくん のぶみ∥さく KADOKAWA

E かぞえてみよう ディック　ブルーナ∥ぶん え 福音館書店

E かぜビューン tupera tupera∥さく 学研プラス

E かぶきやパン かねまつ すみれ∥作 童心社

E きょうりゅうたちのクリスマス ジェイン　ヨーレン∥文 小峰書店

E きつねうどんたぬきうどん 古内 ヨシ∥さく 大日本図書

E きょう、おともだちができたの 得田 之久∥作 童心社

E ★ きょうりゅうたちのおやすみなさい ジェイン　ヨーレン∥文 小峰書店

E 給食番長 よしなが こうたく∥さく 好学社

E ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ ゆみこ∥さく 教育画劇

E グラファロのおじょうちゃん ジュリア　ドナルドソン∥ぶん 評論社

E グラファロ-もりでいちばんつよいのは?- ジュリア　ドナルドソン∥ぶん 評論社

E くまのこポーロ 前田 まゆみ∥さく　え 主婦の友社

E ぐりとぐらのえんそく 中川 李枝子∥文 福音館書店

E こびとかな おがわ ようこ∥さく　え フレーベル館

E こねてのばして ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社

E さよならともだち 内田 麟太郎∥作 偕成社

E すずちゃんののうみそ 竹山 美奈子∥文 岩崎書店

E ほしのさんちのおそうじだいさくせん 新津 春子∥原案 ポプラ社

E ぜったいにおしちゃダメ? ビル　コッター∥さく サンクチュアリ出版

E そらの100かいだてのいえ いわい としお∥[作] 偕成社

E そらまめくんのぼくのいちにち なかや みわ∥さく 小学館

【　絵本　】
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E タコめし つきおか ようた∥著 白泉社

E だるまちゃんとかみなりちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店

E だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店

E だるまちゃんとキジムナちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店

E ちょうちょひらひら 新井 洋行∥作　絵 フレーベル館

E 注文の多い料理店 宮沢 賢治∥作 金の星社

E つまんないつまんない ヨシタケ シンスケ∥著 白泉社

E 手ぶくろを買いに 新美 南吉∥作 あすなろ書房

E 動物たちは、建築家! ダニエル　ナサル∥文 河出書房新社

E ゆうえんちでなんでやねん 鈴木 翼∥文 世界文化社

E にゃんにゃん せな けいこ∥さく 福音館書店

E ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤 ノリコ∥著 白泉社

E パンツいっちょうめ 苅田 澄子∥作 金の星社

E ハンカチやさんのチーフさん どい かや∥文 白泉社

E ばすくんのともだち みゆき りか∥さく 小学館

E ハロウィン!ハロウィン! 西村 敏雄∥さく 白泉社

E HUGっと!プリキュア 講談社

E はやくちことばでおでんもおんせん 川北 亮司∥文 くもん出版

E フレデリック レオ=レオニ∥作 好学社

E ペネロペのしんがっき アン　グットマン∥ぶん 岩崎書店

E ぼくのドラゴン おの りえん∥作 理論社

E ぼくのどうぶつえん ねじめ 正一∥作 鈴木出版

E まんなかのはらのおべんとうや たねっぽのおはなし やすい すえこ∥作 フレーベル館

E まいごのてがみ 石井 睦美∥作 世界文化社

E ミニオンズさがして!みつけて! トレイ　キング∥著 小学館

E 怪盗グルーのミニオン大脱走さがして!みつけて! トレイ　キング∥著 小学館

E ひとりぼっちのつる 椋 鳩十∥作 理論社

E かたあしの母すずめ 椋 鳩十∥作 理論社

E もぐらバス 佐藤 雅彦∥原案 偕成社

E もいもい 市原 淳∥作 ディスカヴァー・トゥエンティワン

E モイモイとキーリー みうら し～まる∥作 ディスカヴァー・トゥエンティワン

E もうちょっともうちょっと きむら ゆういち∥文 福音館書店

E ワタナベさん 北村 直子∥作 偕成社

E わたしはだあれ? まつもと さとみ∥文 KADOKAWA

E わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット∥作　絵 岩崎書店

E わたしたしざんできるの ディック　ブルーナ∥ぶん え 福音館書店
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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４月号】　２０１８年３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

10 ページ


