
【０ 総記】

007 今さら聞けないパソコン仕事の効率アップ50 森田 圭美 著　[同文舘出版]

015 この本読んで！ 2021年春号 [出版文化産業振興財団]

019 わたしの、本のある日々 小林 聡美 著　[毎日新聞出版]

070 被災地のジャーナリズム　東日本大震災10年「寄り添う」の意味を求めて

寺島 英弥 著　[明石書店]

【１ 人生訓・哲学】

114 池上彰と考える「死」とは何だろう 池上 彰 著　[KADOKAWA]

148 幸せ上手さん習慣 星 ひとみ 著　[小学館]

【２ 地理・歴史・伝記】

289.1 半藤一利の昭和史 [文藝春秋]

289.1 コシノジュンコ56の大丈夫 コシノ ジュンコ 著　[世界文化社]

289.1 天職 天野 篤 著　[プレジデント社]

289.2 ロッテを創った男 重光武雄論 松崎 隆司 著　[ダイヤモンド社]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２１年３月１日～３月３１日分）

わたしの、本のある日々 幸せ上手さん習慣

人工知能を搭載したロボットのクララは、
病弱の少女ジョジーと出会い、やがて2人
は友情を育んでいく。ノーベル文学賞受賞
作家６年ぶりの新作。
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【３ 社会・資格・教育】

312S 日本の分断　私たちの民主主義の未来について 三浦 瑠麗 著　[文藝春秋]

317 なぜデジタル政府は失敗し続けるのか 日経コンピュータ 著　[日経BP]

318 住民の心をつかむ自治体チラシ仰天！ビフォーアフター

足立区シティプロモーション課 著　[学陽書房]

330 がんばってるのになぜ僕らは豊かになれないのか 井上 純一 著　[KADOKAWA]

334 ペンとミシンとヴァイオリン　アフガン難民の抵抗と民主化への道

清末 愛砂 著　[寿郎社]

367 処女の道程 酒井 順子 著　[新潮社]

368 スマホで子どもが騙される 佐々木 成三 著　[青春出版社]

369 おしゃれ防災アイデア帖 Misa 著　[山と溪谷社]

369 潜匠　遺体引き上げダイバーの見た光景 矢田 海里 著　[柏書房]

371 保健室から見える親が知らない子どもたち 桑原 朱美 著　[青春出版社]

【４ 自然・理数・健康】

480 クマが肥満で悩んでます　動物園のヒミツ教えます sirokumao 著　[KADOKAWA]

481 もっとやりすぎいきもの図鑑 今泉 忠明 監修　[宝島社]

492 シリコンバレー最大の捏造スキャンダル全真相 ジョン・キャリールー 著　[集英社]

493 専門医が教える動悸・息切れ・胸の痛みが気になったら最初に読む本

山下 武志 著　[あさ出版]

493 65歳からのお通じ快腸レシピ 松枝 啓 他著　[女子栄養大学出版部]

494 ★ もう、がんでは死なない 近藤 誠 著　[マガジンハウス]

498 順天堂大学医学部健康スポーツ室式長生き部屋トレ

順天堂大学医学部附属順天堂医院健康スポーツ室 監修　[文響社]

498 ヤンデル先生のようこそ！病理医の日常へ 市原 真 著　[清流出版]

498 くらしに役立つ栄養学  かしこく摂って健康になる 新出 真理 監修　[ナツメ社]

498 体が変わる！最強の糖質制限食 江部 康二 著　[学研プラス]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

543 原発事故10年目の真実　始動した再エネ水素社会 菅 直人 著　[幻冬舎]

543 廃炉　「敗北の現場」で働く誇り 稲泉 連 著　[新潮社]

596 時間も食材も賢く使う飛田さんの料理の工夫 飛田 和緒 著　[世界文化社]

596 強いからだを作る！重ねて煮るだけ子どものお弁当 田島 恵 著　[世界文化社]

596 1/2日分の野菜レシピ 小田 真規子 著　[女子栄養大学出版部]

596 手抜きじゃないよ、工夫だよ！かんたん自炊レッスン ちびかばクッキング 著　[KADOKAWA]

596 世界のおやつ　おうちで作れるレシピ100 鈴木 文 著　[パイインターナショナル]

597

599 こどもおうちあそび大全 横山 洋子 著　[永岡書店]

599

599

狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール　しかま のりこ 著　[彩図社]

孫育ての新常識 幸せ祖父母のハッピー子育て術　小屋野 恵 著 [メイツユニバーサルコンテンツ]

子どものイヤイヤこんなときどうする？100のヒント　中田 馨 文　[実務教育出版]
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【６ 産業】

601S 47都道府県の底力がわかる事典 葉上 太郎 著　[文藝春秋]

627 幸せを運ぶ花言葉12か月 Flower Me 編　[日本文芸社]

【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

726 『ガロ』に人生を捧げた男　全身編集者の告白 白取 千夏雄 著　[興陽館]

726 ねことじいちゃん ７ ねこまき 著　[KADOKAWA]

726 大宇宙ひとりぼっち　40代独身天国 よしたに 著　[KADOKAWA]

757 失敗しないカラーリング 桜井 輝子 著　[ソシム]

767 何のために生きるのか？ J.Y.Park 著　[早川書房]

767 BTSとARMY　わたしたちは連帯する イ ジヘン 著　[イースト・プレス]

767 緊急事態宣言の夜に ボクたちの新型コロナ戦記2020 さだ まさし 著　[幻冬舎]

778 ★

778S 大河ドラマの黄金時代 春日 太一 著　[NHK出版]

779 経験　この10年くらいのこと 上田 晋也 著　[ポプラ社]

783 プロ野球カラー名鑑 2021 [ベースボール・マガジン社]

783 ムサシと武蔵 鈴木 武蔵 著　[徳間書店]

【８ ことば・話し方】

835 ライオンのプライド 探偵になるクマ　集まると楽しくなる英語の集合名詞えほん

前田 まゆみ 文・絵　[創元社]

【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

911.5 未(イマ)来タル　詩の礫十年記 和合 亮一 著　[徳間書店]

914.6 大人の流儀 10　ひとりをたのしむ 伊集院 静 著　[講談社]

914.6 それでもこの世は悪くなかった　(大活字本) 佐藤 愛子 著　[埼玉福祉会]

914.6 しつこくわるい食べもの 千早 茜 著　[ホーム社]

吉永小百合 私の生き方　　　　　NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」制作班 著　[講談社]

経験
この10年くらいのこと

ムサシと武蔵 未(イマ)来タルライオンのプライド
探偵になるクマ
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【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学：続き】

914.6 作家と猫 平凡社編集部 編　[平凡社]

914.6 ワンさぶ子の怠惰な冒険 宮下 奈都 著　[光文社]

914.6 これで暮らす 群 ようこ 著　[KADOKAWA]

914.6S 老いる意味　うつ、勇気、夢 森村 誠一 著　[中央公論新社]

915.6 老親友のナイショ文　往復書簡

916 深夜薬局　歌舞伎町26時、いつもの薬剤師がここにいます

福田 智弘 著　[小学館集英社プロダクション]

916

五十嵐 大 著　[幻冬舎]

933 アナと雪の女王エピソード0 マリ・マンクーシ 著　[講談社]

933 クララとお日さま カズオ・イシグロ 著　[早川書房]

953 グレゴワールと老書店主 マルク・ロジェ 著　[東京創元社]

963 おばあちゃん、青い自転車で世界に出逢う ガブリ・ローデナス 著　[小学館]

【Ｆ 小説】

F 隅田川心中 赤松 利市 著　[双葉社]

F 居酒屋ぼったくり おかわり！ ２ 秋川 滝美 著　[アルファポリス]

F 文豪誕生　７人の文豪たちのデビュー作・出世作 芥川 龍之介 他著　[新紀元社]

F ★

F ★

F 六人の噓つきな大学生 浅倉 秋成 著　[KADOKAWA]

F Ghostぼくの初恋が消えるまで 天祢 涼 著　[星海社]

F 草原のサーカス 彩瀬 まる 著　[新潮社]

F あなたも名探偵 市川 憂人 他著　[東京創元社]

F 覇王の神殿(ごうどの)　日本を造った男・蘇我馬子 伊東 潤 著　[潮出版社]

F 田中家の三十二万石 岩井 三四二 著　[光文社]

F 小さな神たちの祭り 内館 牧子 著　[潮出版社]

呪術廻戦　逝く夏と還る秋　　　　　　　芥見 下々 原著・北國 ばらっど ノベライズ　[集英社]

呪術廻戦　夜明けのいばら道　　　　　　芥見 下々 原著・北國 ばらっど ノベライズ　[集英社]

瀬戸内 寂聴・横尾 忠則 著　[朝日新聞出版]

ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと

居酒屋ぼったくり
おかわり！ ２

呪術廻戦
逝く夏と還る秋

小さな神たちの祭り覇王の神殿(ごうどの)

4 - 図書館の新着情報 2021.4 -



【Ｆ 小説：続き】

F 再建の神様 江上 剛 著　[PHP研究所]

F 和菓子迷宮をぐるぐると 太田 忠司 著　[ポプラ社]

F 天使と悪魔のシネマ 小野寺 史宜 著　[ポプラ社]

F 灰の劇場 恩田 陸 著　[河出書房新社]

F 代理母、はじめました 垣谷 美雨 著　[中央公論新社]

F おれたちの歌をうたえ 呉 勝浩 著　[文藝春秋]

F 俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木 紫乃 著　[KADOKAWA]

F 帝国の弔砲 佐々木 譲 著　[文藝春秋]

F テスカトリポカ 佐藤 究 著　[KADOKAWA]

F 階層樹海 椎名 誠 著　[文藝春秋]

F ヴィクトリアン・ホテル 下村 敦史 著　[実業之日本社]

F 168時間の奇跡 新堂 冬樹 著　[中央公論新社]

F 櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ 著　[集英社]

F 小隊 砂川 文次 著　[文藝春秋]

F 麦本三歩の好きなもの 第２集 住野 よる 著　[幻冬舎]

F その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 著　[集英社]

F 飛び立つ君の背を見上げる 武田 綾乃 著　[宝島社]

F 或るギリシア棺の謎 柄刀 一 著　[光文社]

F ジャックポット 筒井 康隆 著　[新潮社]

F

F ほたるいしマジカルランド 寺地 はるな 著　[ポプラ社]

F ラスプーチンの庭 中山 七里 著　[KADOKAWA]

F ムーンライト・イン 中島 京子 著　[KADOKAWA]

F 幕間のモノローグ 長岡 弘樹 著　[PHP研究所]

F アンダードッグス 長浦 京 著　[KADOKAWA]

F 悪の芽 貫井 徳郎 著　[KADOKAWA]

F いわいごと　(「まんまこと」シリーズ ８) 畠中 恵 著　[文藝春秋]

F うしろむき夕食店 冬森 灯 著　[ポプラ社]

F 終わりの歌が聴こえる 本城 雅人 著　[幻冬舎]

F オムニバス　(姫川玲子シリーズ) 誉田 哲也 著　[光文社]

F それでも、陽は昇る 真山 仁 著　[祥伝社]

F 血も涙もある 山田 詠美 著　[新潮社]

F 湯どうふ牡丹雪　長兵衛天眼帳 山本 一力 著　[KADOKAWA]

F わんダフル・デイズ 横関 大 著　[幻冬舎]

＜新書版・文庫＞

FB 潜入味見方同心 ３ 五右衛門の鍋 風野 真知雄 著　[講談社]

FB ソードアート・オンラインプログレッシブ ７ 川原 礫 著　[KADOKAWA]

FB いのち　(朝日文庫時代小説アンソロジー) 朝井 まかて 他著　[朝日新聞出版]

小説火の鳥 大地編 上・下　　　　　　　　　　手塚 治虫 原案・桜庭 一樹 著　[朝日新聞出版]
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【Ｆ 小説：続き】

FB 生きてこそ　(風烈廻り与力・青柳剣一郎 52) 小杉 健治 著　[祥伝社]

FB 三つ巴　(新・酔いどれ小籐次 20) 佐伯 泰英 著　[文藝春秋]

FB 祇園会　(新・吉原裏同心抄 ４) 佐伯 泰英 著　[光文社]

FB あきない世傳金と銀 10　合流篇 高田 郁 著　[角川春樹事務所]

FB 駅に泊まろう！ ２　コテージひらふの早春物語 豊田 巧 著　[光文社]

FB 剣豪商売　始末屋十兵衛 中岡 潤一郎 著　[コスミック出版]

FB いっちみち　(乃南アサ短編傑作選) 乃南 アサ 著　[新潮社]

FB 密命将軍松平通春　春風の剣 早見 俊 著　[コスミック出版]

FB 超・殺人事件 東野 圭吾 著　[KADOKAWA]

FB 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 16　黒猫if 下 伏見 つかさ 著　[KADOKAWA]

FB 罰当り　(大江戸閻魔帳 ５) 藤井 邦夫 著　[講談社]

FB 特等添乗員αの難事件 6 松岡 圭祐 著　[KADOKAWA]

FB ご隠居奉行世直し帖　大岡の密命 柳 蒼二郎 著　[コスミック出版]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

H211 くんねっぷ再発見物語「クンネップから訓子府へ」 北海道訓子府町 編　[訓子府町]

H291 ＨＯ（ほ）2021年５月号　円山 琴似 ちょっとりっぷ案内　 [ぶらんとマガジン社]

H291 スロウ 2021年冬号 第66号　思いを叶える場所へ [ソーゴー印刷]

H291 北海道 '22　(まっぷるマガジン) [昭文社]

H291 函館 '22　大沼・松前・江差　(まっぷるマガジン) [昭文社]

H291 十勝・帯広 2021　(まっぷるマガジン) [昭文社]

K065 写真と言葉で綴る サロマ会物語 1991-2020 第7号

西沢 孝洋 編集　[東京サロマ会事務局]

K288 千年先の櫛部さんから～2020・令和二年～千年後の櫛部さんへ

櫛部 興喜 著　[櫛部 興喜]

K914.6 黄色い川　北海道戦後開拓・離農農民誌 菊地 慶一 著　[書肆山住]

生きてこそ (風烈廻り与力・
青柳剣一郎 52)

いっちみち 北海道 '22
(まっぷるマガジン)

特等添乗員αの
難事件 6
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：情報＞

J0 朝日ジュニア学習年鑑 2021 [朝日新聞出版]

＜児童書：歴史・地理＞

J2 おもしろ地名クイズ100 [JTBパブリッシング]

J2 激レア名字クイズ100 高信 幸男 監修　[JTBパブリッシング]

＜児童書：社会＞

J3 「ちがい」ってなんだ？　障害について知る本 井筒 節 他監修　[学研プラス]

J3 子どもへのハラスメント 喜多 明人 監修　[PHP研究所]

J3 きみは「3.11」をしっていますか？ 細野 不二彦 まんが　[小学館]

J3 こんなときどうする？クイズで学べる！自然災害サバイバル

木原 実 監修　[日本図書センター]

J3 ドラえもん探究ワールド地理が学べる世界の家づくり　藤子・F・不二雄 まんが　[小学館]

J3 千曲川はんらん　希望のりんごたち いぶき 彰吾 文　[文研出版]

＜児童書：動物・自然＞

J4 水中最強王図鑑　No.1決定トーナメント!! G.Masukawa 監修　[学研プラス]

J4 すごい植物図鑑　いのちのふしぎがおもしろい！ 稲垣 栄洋 監修　[カンゼン]

J4 ★ はたらく細胞ウイルス＆細菌図鑑 講談社 編　[講談社]

J4 ジュニア空想科学読本 15 柳田 理科雄 著　[汐文社]

＜児童書：環境・手芸・料理＞

J5 ドラえもん科学ワールド乗り物と交通 藤子・F・不二雄 まんが　[小学館]

本の名前の前にある記号は、本の種類です。

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

Ｊ３：社会　　　　　　Ｊ４：動物・自然　　　　　　　Ｊ５：環境・手芸・料理

Ｊ９：読み物・詩

読み物と絵本は、著者名の五十音（あいうえお）順になっています。

（２０２１年３月１日～３月３１日分）

Ｊ０：情報　　　　　　Ｊ１：こころ・占い　　　　　　Ｊ２：歴史・地理

Ｊ６：仕事・飼育　　　Ｊ７：遊び・スポーツ　　　　　Ｊ８：ことば

激レア名字クイズ100 すごい植物図鑑 はたらく細胞
ウイルス＆細菌図鑑

千曲川はんらん
希望のりんごたち
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）：つづき】

＜児童書：遊び・スポーツ＞

J7

いしかわ まりこ 作　[汐文社]

＜児童書：読み物・詩＞

J9 わたしの気になるあの子 朝比奈 蓉子 作　[ポプラ社]

J9 ヤーガの走る家 ソフィー・アンダーソン 作　[小学館]

J9 １ねん１くみの女王さま いとう みく 作　[学研プラス]

J9 ようかいとりものちょう乙 13　黒縄地獄に吼える鬼 冥界彷徨篇 １

大崎 悌造 作　[岩崎書店]

J9 モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉 幸子 作　[小峰書店]

J9 ドラドラと伝説の竜 片平 直樹 作　[文研出版]

J9 青の読み手 小森 香折 作　[偕成社]

J9 ぼくらの青　海の豊かさを守ろう 佐藤 まどか 作　[講談社]

J9 たまごのはなし しおたに まみこ 作　[ブロンズ新社]

J9 みゆは落とし物名たんてい！ 花田 しゅー子 作　[刈谷市]

J9 わたしたちの物語のつづき 濱野 京子 作　[あかね書房]

J9 ★ 火狩りの王 １～４ 日向 理恵子 作　[ほるぷ出版]

J9 猫町ふしぎ事件簿 ２　猫神さまは月夜におどります 廣嶋 玲子 作　[童心社]

J9 ほんとうのことしかいえない真実の妖精 マット・ヘイグ 文　[西村書店]

J9 でんごんゲーム 宮下 すずか 作　[くもん出版]

＜ヤングアダルト：歴史・地理＞

YAJ2S コペルニクス　(よみがえる天才 ５) 高橋 憲一 著　[筑摩書房]

＜ヤングアダルト：社会＞

YAJ3S 値段がわかれば社会がわかる　はじめての経済学 徳田 賢二 著　[筑摩書房]

＜ヤングアダルト：環境・手芸・料理＞

YAJ5 建築家になりたい君へ　(14歳の世渡り術) 隈 研吾 著　[河出書房新社]

＜ヤングアダルト：ことば＞

YAJ8S 高校生からの韓国語入門 稲川 右樹 著　[筑摩書房]

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈 ヒロ子 著　[あすなろ書房]

YAJ9 Ｍガールズ 濱野 京子 著　[静山社]

【Ｅ えほん】

E はらすきー あきやま ただし 作・絵　[講談社]

E ねたふりゆうちゃん 阿部 結 著　[白泉社]

E すきなことにがてなこと

５回で折れるかざれる！あそべる！おりがみ ４　花 さくら、カーネーション、ひまわりほか

新井 洋行 作・嶽 まいこ 絵　[くもん出版]
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【Ｅ えほん：つづき】

E

E おにぎり！

E うみがめのおじいさん いとう ひろし 作　[講談社]

E ぴぽん 内田 麟太郎 作・絵　[鈴木出版]

E

E おせんべいわれた 岡田 よしたか 著　[出版ワークス]

E おねぼうさんはだあれ？ 片山 令子 文・あずみ虫 絵　[学研プラス]

E

E アナと雪の女王２ まほうのおてがみ 講談社 編　[講談社]

E まだまだまだまだ 五味 太郎 作　[偕成社]

E リラックマのポップアップ絵本　～夢の世界へようこそ～

サンエックス株式会社 イラスト　[マイクロマガジン社]

E にくにくしろくま 柴田 ケイコ 作・絵　[PHP研究所]

E なんでもない 鈴木 のりたけ 作・絵　[アリス館]

E 水がすきじゃなかったアヒル スティーブ・スモール 絵と文　[化学同人]

E

E うろおぼえ一家のおかいもの 出口 かずみ 作　[理論社]

E

E なつのキリンピック

E わたしはあなたをしんじてる リサ・パップ 作　[WAVE出版]

E もふもふちゃん ひらぎ みつえ 作　[岩崎書店]

E

E おおきいのちいさいの ふくだ じゅんこ 作　[大日本図書]

E た・ま・ご ケビン・ヘンクス 作　[光村教育図書]

E

E もしかして… クリス・ホートン 作　[BL出版]

E ちかてつサブちゃん みやにし たつや 作・絵　[ほるぷ出版]

E

E

E ちがうかな？ヘンかな？ 楊 思帆 文・絵　[樹立社]

E ぐん太 夢枕 獏 文・飯野 和好 絵　[小学館]

E ふきだしのフッキー ヨシダ リュウタ 作・絵　[PHP研究所]

E

E

E ねこざかな

【ＰＳ かみしばい】

PS おおきくなったら とよた かずひこ 脚本・絵　[童心社]

PS ぴかっ！ごろごろおにのパンツ 長野 ヒデ子 脚本・絵　[童心社]

わたなべ ゆういち 作・絵　[フレーベル館]

つるの家　　　　　　　　　　　　　　　　　　安房 直子 作・いもと ようこ 絵　[金の星社]

そばにいるよ　　　　　　　　スムリティ・ホールズ 文/スティーブ・スモール 絵　[化学同人]

くまのルイス　　　　　　　　　トム・リヒテンヘルド 文/ローウィン・ゾック 絵　[BL出版]

はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ　ふくざわ ゆみこ 作　[世界文化ワンダークリエイト]

いっぽんばしこちょこちょ　　　　　　　とよた かずひこ 作　[世界文化ワンダークリエイト]

おすしやさんにいらっしゃい！　　　　　　　おかだ だいすけ 文・遠藤 宏 写真　[岩崎書店]

かきやまぶし　　　　　　　　　　　　　　　　もとした いづみ 文・田中 六大 絵　[講談社]

石津 ちひろ 文・村上 康成 絵　[小峰書店]

ライオンごうのたび　　　　　もりおか よしゆき さく・やまぐち ようすけ え　[あかね書房]

ありがとう　　　　　　　　　　　　　　　　谷川 俊太郎 詩・えがしら みちこ 絵　[講談社]

こぐまとブランケット　　　　　　　Ｌ・Ｊ・Ｒ・ケリー 文・たなか ようこ 絵　[早川書房]

ふたりはずっと　　　　　　　　　　　　　アーノルド・ローベル 作　[文化学園文化出版局]

ねじめ 正一 作・北村 裕花 絵　[鈴木出版]
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刊行形態 雑誌名 出版者 ジャンル

週刊新潮 新潮社 一般誌

週刊文春　【４月取扱開始】 文藝春秋 一般誌

ａｎ・ａｎ（アンアン） マガジンハウス ファッション

オレンジページ オレンジページ 生活情報

婦人公論 中央公論新社 女性誌

Ｎｕｍｂｅｒ（ナンバー） 文藝春秋 スポーツ

Ｔａｒｚａｎ（ターザン） マガジンハウス トレーニング

クロワッサン マガジンハウス 生活情報

ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス） 【４月取扱開始】 マガジンハウス 生活情報

ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 近代映画社 映画

ｗｉｔｈ（ウィズ ） 講談社 ファッション

財界さっぽろ 財界さっぽろ 政治経済

ＬＥＥ（リー） 集英社 ファッション

ｎｏｎ・ｎｏ（ノンノ） 集英社 ファッション

ゆうゆう 主婦の友社 中高年向け

ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル） 小学館 アウトドア

日経ＰＣ２１ 日経ＢＰ社 パソコン

日経トレンディ 日経ＢＰ社 トレンド

日経マネー 日経ＢＰ社 投資情報

きょうの料理 ＮＨＫ出版 料理

きょうの健康 ＮＨＫ出版 健康

趣味の園芸 ＮＨＫ出版 園芸

すてきにハンドメイド ＮＨＫ出版 手芸

ＭＯＥ（モエ） 白泉社 絵本

ＥＳＳＥ（エッセ） 扶桑社 生活情報

文藝春秋 文藝春秋 文芸

ＮｏｒｔｈＡｎｇｌｅｒ’ｓ（ノース・アングラーズ） つり人社 釣り

じゃらん リクルート北海道 旅行

ｄａｎｃｙｕ（ダンチュウ） プレジデント社 料理

ダ・ヴィンチ メディアファクトリー 書籍情報

ＤＩＭＥ（ダイム） 小学館 トレンド

ひよこクラブ ベネッセコーポレーション 育児情報

ＬＤＫ（エル・ディー・ケー） 【４月取扱開始】 晋遊舎 生活情報

レクリエ 世界文化社 介護情報

暮しの手帖 暮しの手帖社 生活情報

住まいの設計 扶桑社 建築・設計

　新着情報ＱＲコード 所蔵検索ＱＲコード

＜新着情報＞　http://www.town.saroma.hokkaido.jp/shisetsu/library/newbooks.html

【図書館の新着情報　２０２１年４月号】　２０２１年３月３１日発行

〒０９３－０５０２　佐呂間町字永代町１６６番地の２

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

佐呂間町立図書館

電　話：（０１５８７）２－２２１５　ＦＡＸ：（０１５８７）２－２６３２

　※ミセスは４月号で休刊いたしました。また、ロッキング・オン ジャパンとファインボーイズは３月で取り扱いを終了いたしました。

隔 月 刊 誌

月 刊 誌

週 刊 誌

隔 週 刊 誌

雑　　　誌　　　案　　　内

　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。
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