
【０ 総記】※今月は該当図書はありません。

【１ 人生訓・哲学】

123 天翔ける論語　学問の精髄に貫き入れ 五十嵐 政行 著　[明窓出版]

141S 生贄探し　暴走する脳 中野 信子・ヤマザキ マリ 著　[講談社]

159 幸せな人生のつくり方　今だからできることを 坂東 眞理子 著　[祥伝社]

【２ 地理・歴史・伝記】

288

289.1 失敗のチカラ　中途半端アスリートがオリンピックに出られた理由

山崎 良次 著　[かざひの文庫]

289.3 バイデンの光と影 エヴァン・オスノス 著　[扶桑社]

【３ 社会・資格・教育】

345 図解わかる税金 2021-2022年版 芥川 靖彦 著　[新星出版社]

364 図解わかる年金 2021-2022年版 中尾 幸村 著　[新星出版社]

369 非正規介護職員ヨボヨボ日記　当年60歳、排泄も入浴もお世話させていただきます

真山 剛 著　[三五館シンシャ]

375 東大ノートのつくり方 QuizKnock 監修　[学研プラス]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２１年５月１日～５月３１日分）

皇室 令和３年春号　植樹祭と両陛下 　　『皇室Our Imperial Family』編集部 編集　[扶桑社]

幸せな人生のつくり方 東大ノートのつくり方

さびれた温泉街に暮らす高校生の怜は、家
庭の事情、進路選択、自由奔放な友人たち
に振り回される日々を送っている。そんな
なか、博物館で盗難が発生し…。
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【３ 社会・資格・教育】：続き

378 ６歳までの「ことばの遅れ」の不安が消える 上里 聡 共著　[現代書林]

379 尖った子どもに育てなさい 柳沢 幸雄 著　[中央公論新社]

【４ 自然・理数・健康】

454S 洞窟ばか　すきあらば、前人未到の洞窟探検 吉田 勝次 著　[扶桑社]

493 うつ・適応障害・双極性障害 [文響社]

493

493 大丈夫！何とかなりますストレスは解消できる 松生 恒夫 著　[主婦の友社]

493 認知症になった蛭子さん　介護する家族の心が楽になる本　蛭子 能収 著　[光文社]

496 「一生よく見える目」を手に入れる白内障手術

市川 一夫 著　[幻冬舎メディアコンサルティング]

498 繊細な人の心が折れない働き方 井上 智介 著　[ナツメ社]

498

498 分水嶺　ドキュメントコロナ対策専門家会議 河合 香織 著　[岩波書店]

498 カラダにやさしいコンビニごはん100 平澤 芳恵 著　[小学館]

498 新しい免疫力の教科書　負けないからだをつくる 根来 秀行 著　[朝日新聞出版]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

512 よくわかる測量　マンガと図解で身につく 海津 優 著　[ユーキャン学び出版]

527 おとな世代の暮らし替え 岸本 葉子 著　[海竜社]

591 しあわせ貯金生活　今も未来も大切にする ぽち。 著　[自由国民社]

593 家庭科３だった私が365日、手作り服で暮らしています。　津田 蘭子 著　[ワニブックス]

体がバテない食薬習慣　　　　　　　　大久保 愛 著　[ディスカヴァー・トゥエンティワン]

新型コロナワクチンＱ＆Ａ100　　　　　コロワくんサポーターズ 著　[日経メディカル開発]

【 ２０２１年６月 の休館日 】
７(月)・１４(月)・２１(月)・２８(月)・３０(水)

認知症になった
蛭子さん

体がバテない食薬習慣 しあわせ貯金生活よくわかる測量
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【５ 手芸・料理・家事・技術】：続き

596 家政婦makoのコンビニ裏切り飯 mako 著　[山と溪谷社]

596 10年かかって地味ごはん。　料理ができなかったからこそ伝えられるコツがある

和田 明日香 著　[主婦の友社]

596 パンイチRECIPE　パン１枚で毎日ごちそう！ もちこ 著　[ワニブックス]

596 男子ごはんの本 その13

596 農家直伝たくさんとれた野菜の保存と料理 池上 正子 著　[永岡書店]

597 片づけを楽しむ、好きになる。 清水 幸子・清水 麻帆 著　[学研プラス]

【６ 産業】

626 ペットボトルからはじめる水耕栽培とプランター菜園　楽しい自給自足の本

653 自然散策が楽しくなる！葉っぱ・花・樹皮で見わける樹木図鑑

山田 隆彦 監修　[池田書店]

693 すべてを、お客さまのために。

694 世界一カンタン！スマホ料金を下げる本 2021年最新版　[宝島社]

【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

726 ★ 聖(セイント)☆おにいさん 19 中村 光 著　[講談社]

759B 日本のふくもの図鑑 上大岡 トメ 著　[マイナビ出版]

779 母 青木 さやか 著　[中央公論新社]

779S お笑い世代論　ドリフから霜降り明星まで ラリー遠田 著　[光文社]

【８ ことば・話し方】

801 世界の「こんにちは」

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 監修　[日経ナショナルジオグラフィック社]

810

811 大人の脳トレ！チコちゃんの「思い出し」漢字・ことわざクイズ

NHK「チコちゃんに叱られる！」制作班 監修　[宝島社]

【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

911.4 超シルバー川柳 人生の花束編 みやぎシルバーネット 編　[河出書房新社]

914.6 鴻上尚史のますますほがらか人生相談　息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋

鴻上 尚史 著　[朝日新聞出版]

916 東京ディストピア日記 桜庭 一樹 著　[河出書房新社]

917 愛に始まり、愛に終わる　瀬戸内寂聴108の言葉 瀬戸内 寂聴 著　[宝島社]

949 キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン 著　[新潮社]

949B ★ 三時間の導線 上・下 アンデシュ・ルースルンド 著　[早川書房]

国分 太一・栗原 心平 著 [エム・シィオー]

はた あきひろ 文・イラスト [内外出版社]

日本郵政グループ 編　[日本郵政株式会社]

日本語とにらめっこ　見えないぼくの学習奮闘記　モハメド・オマル・アブディン 著 [白水社]
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【Ｆ 小説】

F わたし、定時で帰ります。 ３　ライジング 朱野 帰子 著　[新潮社]

F ★ にぎやかな落日 朝倉 かすみ 著　[光文社]

F 烏百花　白百合の章　(八咫烏シリーズ 外伝) 阿部 智里 著　[文藝春秋]

F 百合中毒 井上 荒野 著　[集英社]

F 冬華 大倉 崇裕 著　[祥伝社]

F めぐりんと私。 大崎 梢 著　[東京創元社]

F 悪魔には悪魔を 大沢 在昌 著　[毎日新聞出版]

F 小島 小山田 浩子 著　[新潮社]

F この場所であなたの名前を呼んだ 加藤 千恵 著　[講談社]

F ＭＲ　Medical Representative 久坂部 羊 著　[幻冬舎]

F 曲亭の家 西條 奈加 著　[角川春樹事務所]

F 満天の花 佐川 光晴 著　[左右社]

F スイッチ　悪意の実験 潮谷 験 著　[講談社]

F 田舎のポルシェ 篠田 節子 著　[文藝春秋]

F ブックキーパー脳男 首藤 瓜於 著　[講談社]

F グッバイ・イエロー・ブリック・ロード　(東京バンドワゴン 16)

小路 幸也 著　[集英社]

F ひきなみ 千早 茜 著　[KADOKAWA]

F 沈黙の終わり 上・下 堂場 瞬一 著　[角川春樹事務所]

F 緑陰深きところ 遠田 潤子 著　[小学館]

F 臨床の砦 夏川 草介 著　[小学館]

F 掟上今日子の鑑札票　(忘却探偵シリーズ 13) 西尾 維新 著　[講談社]

F 風は山から吹いている 額賀 澪 著　[二見書房]

F 小説８０５０ 林 真理子 著　[新潮社]

F 最高のアフタヌーンティーの作り方 古内 一絵 著　[中央公論新社]

F セゾン・サンカンシオン 前川 ほまれ 著　[ポプラ社]

F ★ 疼くひと 松井 久子 著　[中央公論新社]

にぎやかな落日 曲亭の家 掟上今日子の鑑札票臨床の砦
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【Ｆ 小説】：続き

F エレジーは流れない 三浦 しをん 著　[双葉社]

F 白鯨 夢枕 獏 著　[KADOKAWA]

＜文庫・新書版＞

FB 須美ちゃんは名探偵！？　浅見光彦シリーズ番外 内田康夫財団事務局 著　[光文社]

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 17

大森 藤ノ 著　[SBクリエイティブ]

FB 寝ず身の子　(風烈廻り与力・青柳剣一郎 52) 小杉 健治 著　[祥伝社]

FB 向島・箱屋の新吉 ３　梅若の涙雨 小杉 健治 著　[KADOKAWA]

FB 邂逅 小杉 健治 著　[集英社]

FB あの日、松の廊下で 白蔵 盈太 著　[文芸社]

FB しあわせ大根　(一膳めし屋丸九 ５) 中島 久枝 著　[角川春樹事務所]

FB 薬屋のひとりごと 11 日向 夏 著　[主婦の友インフォス]

FB 色なき風　(藍染袴お匙帖 13) 藤原 緋沙子 著　[双葉社]

FB やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 14.5 渡 航 著　[小学館]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

H291 スロウ 2021年初夏号 　小さな菜園を持ったなら [ソーゴー印刷]

H291 知床・阿寒 網走・釧路湿原 '22 [昭文社]

H291 北海道キャンプ場&コテージガイド 2021-22 花岡 俊吾 著　[北海道新聞社]

H291 ＨＯ（ほ）2021年７月号　胆振・日高 湖・海・川が呼んでいる

[ぶらんとマガジン社]

H369 厚真町・安平町・むかわ町  平成30年北海道胆振東部地震記録誌

厚真町まちづくり推進課 編　[厚真町・安平町・むかわ町北海道胆振東部地震記録誌作成委員会]

H648 美味しいミルクの生まれるところ 北海道開発協会 編　[北海道開発協会]

H686 オールカラー北海道の廃線記録　石北本線、釧網本線沿線編

安田 就視 写真　[フォト・パブリッシング]

【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：社会＞

J3 おとなを動かす悩み相談クエスト 山崎 聡一郎 監修　[小学館]

Ｊ３：社会　　　　　　Ｊ４：動物・自然　　　　　　　Ｊ５：環境・手芸・料理

Ｊ９：読み物・詩

Ｊ６：仕事・飼育　　　Ｊ７：遊び・スポーツ　　　　　Ｊ８：ことば

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５月１日～５月３１日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

本の名前の前にある記号は、本の種類です。

Ｊ０：情報　　　　　　Ｊ１：こころ・占い　　　　　　Ｊ２：歴史・地理
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜児童書：動物・自然＞

J4 ビタミン剤のひみつ おぎの ひとし 漫画　[学研プラス]

J4 ますますざんねんないきもの事典 今泉 忠明 監修　[高橋書店]

J4 動物なぜなに質問箱 小菅 正夫 答える人　[講談社]

＜児童書：遊び・スポーツ＞

J7 プリキュアオールスターズまるごと大図鑑 2021 [講談社]

J7 社会を変えた50人の女性アーティストたち

＜児童書：読み物・詩＞

J9 ５分後に絆のラスト エブリスタ 編　[河出書房新社]

J9 おじょうさま小学生はなこ ２ VSにがてなてつぼう 川之上 英子 作絵　[岩崎書店]

J9 サステナブル・ビーチ 小手鞠 るい 作　[さ・え・ら書房]

J9 さいごのゆうれい 斉藤 倫 著　[福音館書店]

J9 校長先生、ちょっとこわくてふしぎな話を聞かせて　竹宮 竜 作　[扶桑社]

J9 けんだましょうぶ にしひら あかね 作　[福音館書店]

J9 ゴリランとわたし フリーダ・ニルソン 作　[岩波書店]

J9 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １～15 廣嶋 玲子 作　[偕成社]

J9 夜明けをつれてくる犬 吉田 桃子 著　[講談社]

J9 お話のたきぎをあつめる人　魔法の図書館の物語 ローレンティン妃 作　[徳間書店]

＜ヤングアダルト：動物・自然＞

YAJ4 学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上 祐紀 著　[KADOKAWA]

＜ヤングアダルト：環境・手芸・料理＞

YAJ5 ネット・スマホ攻略術 山崎 聡一郎 著　[講談社]

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 ショートショートでひらめく文章教室 田丸 雅智 著　[河出書房新社]

レイチェル・イグノトフスキー 著 [創元社]

動物なぜなに質問箱 さいごのゆうれい ふしぎ駄菓子屋
銭天堂 15

５分後に絆のラスト
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【Ｅ えほん】

E たまごをこんこんこん

E はしヒロコさん あき びんご さく・え　[チャイルド本社]

E へんしんどうぶつえん あきやま ただし 作・絵　[金の星社]

E まいごのたまごにいちゃん あきやま ただし 作・絵　[鈴木出版]

E へんてこたいそう 新井 洋行 作・絵　[小峰書店]

E ものおもう 新井 洋行 作　[アルファポリス]

E

E トレトレトイレ うえだ しげこ ぶん・え　[大日本図書]

E ともだちいっしゅうかん　おれたち、ともだち！ 内田 麟太郎 作・降矢 なな 絵　[偕成社]

E あっちゃんとふくちゃん 大西 ひろみ さく・え　[チャイルド本社]

E

E あそぼう！はるのいきもの 唐沢 重考 監修　[チャイルド本社]

E 101ぴきわんちゃん 講談社 編集・福川 祐司 文　[講談社]

E あら、そんなの！ 高橋 和枝 著　[偕成社]

E

E にんきものいちねんせい つちだ のぶこ え　[小学館]

E きたきつねとはるのいのち 手島 圭三郎 絵・文　[絵本塾出版]

E

E ちゃわんちゃんです。 とよた かずひこ さく・え　[童心社]

E

E パーンツ！ 藤本 ともひこ 作　[講談社]

E 二平方メートルの世界で

E

E じゃがいもほれたよ 森 元幸 監修　[チャイルド本社]

E どんめくり やぎ たみこ 作　[ブロンズ新社]

E ひー りとう ようい 作・絵　[鈴木出版]

E ゆーらゆらみかづきちゃん 渡辺 朋 文・村上 康成 絵　[文響社]

【ＰＳ かみしばい】

PS

PS おしっこでるよ！

PS ブッダ～おしゃかさまの一生～ 前編・後編 手塚プロダクション 監修　[仏教伝道協会]

あかま あきこ さく・え [チャイルド本社]

あべ しまこ 脚本・村田 エミコ 絵 [童心社]

アマガエルのきしょうよほうし　　　　　　キム・ファン 脚本・ミヤザーナツ 絵　[童心社]

おはなしゆびさん　　　　　　　香山 美子 詞・くすはら 順子 構成・製作　[チャイルド本社]

ぼく、トイレ　　　　　　　　　　　　飯野 由希代 さく・ささき みお え　[チャイルド本社]

ちいさなバスのちっぷー　　　　　　　　深山 さくら さく・田中 四郎 え　[チャイルド本社]

前田 海音 文・はた こうしろう 絵 [小学館]

シャキーン！の木のきのまたゆ　　　　　　　とみなが まい ぶん・いぬんこ え　[NHK出版]

まるのみへび　　　　　　　　　　　　　　　　花田 鳩子 ぶん・植垣 歩子 え　[大日本図書]

あまがえるのかくれんぼ　　　　　　　たての ひろし 作・かわしま はるこ 絵　[世界文化社]

6月18日（金）～6月29日（火）
佐呂間町立図書館 （入場無料）
©最上一平・町田尚子・岩崎書店

絵本原画巡回展

「たぬきの花よめ道中」
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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 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） 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） 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

[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

隔 月 刊 誌

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

【図書館の新着情報　2021年6月号】　2021年5月31日発行

〒093-0502　佐呂間町字永代町１６６番地の２

月 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。

週 刊 誌

隔 週 刊 誌
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