
【０ 総記】

015 この本読んで！ 2021年夏号 [出版文化産業振興財団]

【１ 人生訓・哲学】

148 星ひとみの「天星術」 今から変われる未来がある [宝島社]

159 マンガでわかる！気分よく・スイスイ・いい方向へ「自分を動かす」技術

ゆうき ゆう 著　[三笠書房]

159 不安な時代に踏み出すための「だったらこうしてみたら？」

植松 努 著　[PHPエディターズ・グループ]

【２ 地理・歴史・伝記】

210.7 ★ アジアを解放した大東亜戦争 安濃 豊 著　[展転社]

210.7 戦争というもの 半藤 一利 著　[PHP研究所]

【３ 社会・資格・教育】

302 絵はがきにされた少年 新版 藤原 章生 著　[柏艪舎]

304S どうせ死ぬから言わせてもらおう 池田 清彦 著　[KADOKAWA]

312S 女たちのポリティクス ブレイディみかこ 著　[幻冬舎]

318 地域経営のための「新」ファイナンス 保田 隆明 著　[中央経済社]

319 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上 彰 著　[理論社]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２１年６月１日～６月３０日分）

星ひとみの「天星術」
今から変われる未来がある

池上彰の君と考える
戦争のない未来

効率的な買い物のしかたとは？ 買い物上
手になる10のルールや、料理の手間が減
る“ラク＆時短食材”、まとめ買いした食材
のおすすめの下ごしらえを紹介。
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【３ 社会・資格・教育】：続き

333 国際協力への扉 冨岡 丈朗 著　[大空社出版]

335 ９割の社会問題はビジネスで解決できる 田口 一成 著　[PHP研究所]

338 図解わかる住宅ローン 2021-2022年版 浅井 秀一 著　[新星出版社]

339 図解わかる生命保険 2021-2022年版 ライフプラン研究会 編著　[新星出版社]

361 ★ 実力も運のうち　能力主義は正義か？ マイケル・サンデル 著　[早川書房]

368 近親殺人　そばにいたから 石井 光太 著　[新潮社]

369

379

【４ 自然・理数・健康】

440 星の王子さまの天文ノート 縣 秀彦 編著　[河出書房新社]

448 方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉 サキ 著　[交通新聞社]

451S 新・いのちを守る気象情報 斉田 季実治 著　[NHK出版]

490

490 ルポ「命の選別」　誰が弱者を切り捨てるのか？ 千葉 紀和・上東 麻子 著　[文藝春秋]

493 慢性便秘・ガス腹・過敏性腸症候群 [文響社]

493 うつぬけの「頑張らない」ごはん 功刀 浩 監修　[ナツメ社]

494 坐骨神経痛 [文響社]

495 大人女子のゆるっと漢方生活 櫻井 大典 監修　[主婦の友社]

496 フワフワするめまいは食事でよくなる 坂田 英明 著　[マキノ出版]

496 超音波マッサージで近視・老眼はズバリなおせる！ 田井 千津子 監修　[青娥書房]

498

498 鎌田式健康手抜きごはん　医師が考える楽しく人生を送るための簡単料理

鎌田 實 著　[集英社]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

576 季節を愉しむ手づくり石けん うた 著　[秀和システム]

590 60歳からのお楽しみ生活 中山 庸子 著　[海竜社]

594 私が作って私がときめく自家発電ブローチ集 光浦 靖子 著　[文藝春秋]

594 おうち時間を楽しく気ままな手しごと [ブティック社]

596 ラク旨！無限そうめんレシピ ソーメン二郎 監修　[扶桑社]

596 みんなの買い物大全

596

596 ゼリー・プリン・ババロア・ムース 福岡 直子 著　[朝日新聞出版]

596 私の梅仕事 横山 タカ子 著　[扶桑社]

596 1/2日分がとれる！カルシウムおかず

女子栄養大学栄養クリニック 監修　[女子栄養大学出版部]

596 父ちゃんの料理教室 辻 仁成 著　[大和書房]

596 ハツ江おばあちゃんのおうち和食100レシピ 高木 ハツ江 著　[NHK出版]

エンド・オブ・ライフ　　　　　　　　　　　　佐々 涼子 著　[集英社インターナショナル]

心地よい暮らし研究会 著　[ワニブックス]

1/2日分がとれる！鉄レシピ　　　女子栄養大学栄養クリニック 監修　[女子栄養大学出版部]

子どもは「親の心配」をランドセルに入れて登校しています　　桑原 朱美 著　[WAVE出版]

しゃべらなくても楽しい！シニアの座ってできる健康体操50　　斎藤 道雄 著　[黎明書房]

75歳までに身につけたいシニアのための７つの睡眠習慣　　遠藤 拓郎 著　[横浜タイガ出版]
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【５ 手芸・料理・家事・技術】

596 くたびれないごはんづくり　「手をかけておいしく」から「かんたんでおいしく」へ

婦人之友社編集部 編　[婦人之友社]

596 ひとりを愉しむ食事 有元 葉子 著　[文化学園文化出版局]

598 魔法のマタニティヨガ B LIFE 著　[世界文化ブックス]

599 あそびアイデアBOOK　赤ちゃんと一緒に楽しむ 開 一夫 監修　[朝日新聞出版]

599 子どもと食べたいレンチン作りおき 中村 美穂 著　[世界文化ブックス]

【６ 産業】

627 らくらくメンテで長く楽しむ苔テラリウム 大野 好弘 著　[誠文堂新光社]

【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

726 名探偵コナン VOLUME99 青山 剛昌 著　[小学館]

726 ★ ゴールデンカムイ 26 野田 サトル 著　[集英社]

778 岸惠子自伝　卵を割らなければ、オムレツは食べられない　　岸 惠子 著　[岩波書店]

779 母ちゃんのフラフープ 田村 淳 著　[ブックマン社]

779 50歳になりまして 光浦 靖子 著　[文藝春秋]

786 地図アプリで始める山の地図読み 佐々木 亨 著　[山と溪谷社]

【８ ことば・話し方】※今月は該当図書はありません。

【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

911.1 ５文字で百人一首 すとう けんたろう 著・イラスト [講談社]

911.4 サラリーマン川柳いっしん傑作選

911.5 どこからか言葉が 谷川 俊太郎 著　[朝日新聞出版]

914.6 絵本作家の森のいえ便り accototo 著　[幻冬舎]

914.6 幕張少年マサイ族 椎名 誠 著　[東京新聞]

やく みつる・やすみ りえ 選　[NHK出版]

子どもと食べたい
レンチン作りおき

岸惠子自伝 サラリーマン川柳
いっしん傑作選

50歳になりまして
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【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】：続き

914.6 パリのおうち時間 中村 江里子 著　[扶桑社]

914.6

923 三体 ３ 上・下　死神永生 劉 慈欣(リウ・ツーシン) 著　[早川書房]

933 少女と少年と海の物語 クリス・ヴィック 著　[東京創元社]

933 ★ ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 著　[早川書房]

949B ★

949B ★

【Ｆ 小説】

F レッドネック 相場 英雄 著　[角川春樹事務所]

F スカイツリーの花嫁花婿 青柳 碧人 著　[光文社]

F キネマの天使　メロドラマの日 赤川 次郎 著　[講談社]

F 湯けむり食事処 ヒソップ亭 ２ 秋川 滝美 著　[講談社]

F 神の悪手 芦沢 央 著　[新潮社]

F 華の譜　東副門院徳川和子 梓澤 要 著　[新潮社]

F あるヤクザの生涯　安藤昇伝 石原 慎太郎 著　[幻冬舎]

F 貴方のために綴る18の物語 岡崎 琢磨 著　[祥伝社]

F 片見里荒川コネクション 小野寺 史宜 著　[幻冬舎]

F 薔薇のなかの蛇 恩田 陸 著　[講談社]

F 医学のひよこ 海堂 尊 著　[KADOKAWA]

F 終活の準備はお済みですか？ 桂 望実 著　[KADOKAWA]

F なぜ秀吉は 門井 慶喜 著　[毎日新聞出版]

F アンソーシャルディスタンス 金原 ひとみ 著　[新潮社]

F 火車の残花　(浮雲心霊奇譚) 神永 学 著　[集英社]

F 昨日星を探した言い訳 河野 裕 著　[KADOKAWA]

F インドラネット 桐野 夏生 著　[KADOKAWA]

F 忘れられたその場所で、 倉数 茂 著　[ポプラ社]

F 宗棍 今野 敏 著　[集英社]

F 最終飛行 佐藤 賢一 著　[文藝春秋]

F 日蓮 佐藤 賢一 著　[新潮社]

F 星落ちて、なお 澤田 瞳子 著　[文藝春秋]

F 幕末紀 柴田 哲孝 著　[角川春樹事務所]

F 白医 下村 敦史 著　[講談社]

F ミステリー・オーバードーズ 白井 智之 著　[光文社]

F ファウンテンブルーの魔人たち 白石 一文 著　[新潮社]

養老先生のさかさま人間学　　　　養老 孟司 著　[ミチコーポレーションぞうさん出版事業部]

兄弟の血 上・下　　　　 アンデシュ・ルースルンド/ステファン・トゥンベリ 著　[早川書房]

熊と踊れ 上・下　　　　 アンデシュ・ルースルンド/ステファン・トゥンベリ 著　[早川書房]

【 ２０２１年７月 の休館日 】
５(月)・１２(月)・１９(月)・２２(木)・２３(金)・２６(月)・３１(土)
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【Ｆ 小説】：続き

F 悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと 瀧森 古都 著　[SBクリエイティブ]

F 神さまのいうとおり 谷 瑞恵 著　[幻冬舎]

F 非弁護人 月村 了衛 著　[徳間書店]

F 声の在りか 寺地 はるな 著　[KADOKAWA]

F 赤の呪縛 堂場 瞬一 著　[文藝春秋]

F 捜査一課ＯＢ　僕の愛したオクトパス 富樫 倫太郎 著　[中央公論新社]

F カード師 中村 文則 著　[朝日新聞出版]

F ヒポクラテスの悔恨 中山 七里 著　[祥伝社]

F リボルバー 原田 マハ 著　[幻冬舎]

F 本心 平野 啓一郎 著　[文藝春秋]

F そのひと皿にめぐりあうとき 福澤 徹三 著　[光文社]

F 叶うならば殺してほしい　ハイイロノツバサ 古野 まほろ 著　[講談社]

F 植物忌 星野 智幸 著　[朝日新聞出版]

F プリンス 真山 仁 著　[PHP研究所]

F ★ 雷神 道尾 秀介 著　[新潮社]

F 姉の島 村田 喜代子 著　[朝日新聞出版]

F 風よ僕らの前髪を 弥生 小夜子 著　[東京創元社]

F 月下のサクラ 柚月 裕子 著　[徳間書店]

F 黒牢城 米澤 穂信 著　[KADOKAWA]

＜文庫・新書版＞

FB もう一杯、飲む？　(小説集) 角田 光代 他著　[新潮社]

FB ソードアート・オンラインプログレッシブ ８ 川原 礫 著　[KADOKAWA]

FB 化学探偵Mr.キュリー 10 喜多 喜久 著　[中央公論新社]

FB 己丑（きちゅう）の大火　(照降町四季 ２) 佐伯 泰英 著　[文藝春秋]

FB ★ 梅花下駄　(照降町四季 ３) 佐伯 泰英 著　[文藝春秋]

FB ピットフォール 堂場 瞬一 著　[講談社]

神さまのいうとおり 赤の呪縛 梅花下駄
(照降町四季 ３)

雷神
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【Ｆ 小説】：続き

FB ★ コンビニ兄弟　テンダネス門司港こがね村店 町田 そのこ 著　[新潮社]

FB 呪い禍　(古道具屋皆塵堂 ８) 輪渡 颯介 著　[講談社]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

H051

H291 別ＨＯ（ほ）2021年５月号増刊　ちょっとツウな島案内　利尻・礼文＋稚内

[ぶらんとマガジン社]

H291 ＨＯ（ほ）2021年６月号　函館ハマり旅 [ぶらんとマガジン社]

H539 北海道新聞が伝える核のごみ考えるヒント 関口 裕士 著　[北海道新聞社]

【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：歴史・地理＞

J2 かけはし　慈しみの人・浅川巧 中川 なをみ 作　[新日本出版社]

J2 榎本武揚　(コミック版日本の歴史 78) 加来 耕三 企画・構成・監修　[ポプラ社]

＜児童書：社会＞

J3 十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた　日系アメリカ人の政治家ノーマン・ミネタ

アンドレア・ウォーレン 著　[汐文社]

J3 ドラえもん社会ワールドspecial みんなのための法律入門

藤子・Ｆ・不二雄 まんが　[小学館]

＜児童書：動物・自然＞

J4 動物たちが教えてくれる海の中のくらし 佐藤 克文 文　[福音館書店]

J4 カブトムシの音がきこえる　土の中の11か月 小島 渉 文　[福音館書店]

J4 野山の鳥を観察しよう！　山や森・草原・まちの鳥 飯村 茂樹 著　[PHP研究所]

J4 命の境界線　保護されるシカと駆除される鹿 今西 乃子 著　[合同出版]

＜児童書：遊び・スポーツ＞

J7 チャンキー松本のチョキチョキ切りえ教室

＜児童書：読み物・詩＞

J9 俳句ステップ！ おおぎやなぎ ちか 作　[佼成出版社]

J9 チョコレートのおみやげ 岡田 淳 文　[BL出版]

チャンキー松本 作 [太郎次郎社エディタス]

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６月１日～６月３０日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

さいはてのふだん記 第87号　　　　　千葉 正義 編　[ふだん記と自分史・さいはてグループ]

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

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
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

J9 ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ 作　[小学館]

J9 しんぱいせんせい 北川 チハル 作　[佼成出版社]

J9 ニャンタのさくぶん 北川 チハル 作　[文研出版]

J9 言葉屋 ９　鉱石王の館 久米 絵美里 作　[朝日学生新聞社]

J9 莉緒と古い鏡の魔法 香坂 理 作　[朝日学生新聞社]

J9 森の歌が聞こえる 小手鞠 るい 著　[光村図書出版]

J9 おしゃべり森のものがたり 小手鞠 るい 作　[フレーベル館]

J9 あしたもオカピ 斉藤 倫 作　[偕成社]

J9 あいがあれば名探偵 杉山 亮 作　[偕成社]

J9 れんこちゃんのさがしもの 戸森 しるこ 作　[福音館書店]

J9 バトン 中川 なをみ 作　[くもん出版]

J9 ワタシゴト　14歳のひろしま 中澤 晶子 作　[汐文社]

J9 12歳のロボット　ぼくとエマの希望の旅 リー・ベーコン 著　[早川書房]

J9 放課後オンライン　なやみ相談したら、回答者になっちゃった！？

みずの まい 作　[ポプラ社]

J9 用具室の日曜日　カミナリこぞうときえたふくろう 村上 しいこ 作　[講談社]

J9 フルーツふれんずイチゴちゃん 村上 しいこ 作　[あかね書房]

J9 すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上 一平 作　[新日本出版社]

J9S 戦国姫　甲斐姫の物語 藤咲 あゆな 作　[集英社]

＜ヤングアダルト：社会＞

YAJ3 高校一冊目の参考書　行きたい大学に行くための勉強法がわかる

船登 惟希 著　[KADOKAWA]

＜ヤングアダルト：動物・自然＞

YAJ4 昆虫記すばらしきフンコロガシ

YAJ4S 深掘り！中学数学　 坂間 千秋 著　[岩波書店]

＜ヤングアダルト：ことば＞

YAJ8 学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野 真二 著　[河出書房新社]

ジャン=アンリ・ファーブル 作　[理論社]

ニャンタのさくぶん 放課後オンライン 昆虫記
すばらしきフンコロガシ

12歳のロボット
ぼくとエマの希望の旅
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 少年弁護士セオの事件簿 ７　無実の共犯者 ジョン・グリシャム 作　[岩崎書店]

YAJ9 午前３時に電話して 小手鞠 るい 著　[講談社]

YAJ9 私立五芒高校恋する幽霊部員たち 谷口 雅美 著　[講談社]

YAJ9 イカル荘へようこそ にしがき ようこ 著　[PHP研究所]

【Ｅ えほん】

E わし、おばけやめました 赤川 明 さく・え　[チャイルド本社]

E おとうさんはぜったいにしなない あさお よう 作・絵　[フレーベル館]

E ぎゅ～っ ぱあっ！ あべ えみこ さく・え　[チャイルド本社]

E ふうせんとはりねずみ 新井 洋行 著　[佼成出版社]

E 空き家　ゾッとする怪談絵本

E くるくるくるま インゲラ・アリアニウス 著　[白泉社]

E まてまてピザ

E もりの100かいだてのいえ いわい としお 作　[偕成社]

E 空よ！

E どろんこおばけになりたいな 内田 麟太郎 作・石井 聖岳 絵　[童心社]

E ふかふか おの かつこ さく・え　[国土社]

E

E

E ドン・ウッサ グッスリだいぼうけん！ キューライス 著　[白泉社]

E アインシュタイン　時をかけるネズミの大冒険

E ひえひえひんやりツアー 楠 章子 作　[あかね書房]

E

E なわとびょ～ん シゲリ カツヒコ 作　[KADOKAWA]

E

E

トーベン・クールマン 作　[ブロンズ新社]

よるがとんでゆく　　　　　　　　　　　　　熊八木 ちさ 絵・浮川 千裕 文　[北海道新聞社]

わにくんのだめだめアイス　　　　　　　　　すみくら ともこ 作　[みらいパブリッシング]

すいか すいか　　　　　　　　　　　　高木 あきこ さく・夏目 尚吾 え　[チャイルド本社]

有田 奈央 文・森 洋子 絵　[新日本出版社]

いのぐち まお さく・え [チャイルド本社]

内田 麟太郎 詩・後藤 美月 絵 [アリス館]

しろねこ にゃあ　　　　　　　　　　　　　　かわむら すずみ さく・え　[チャイルド本社]

ひとがつくったどうぶつの道　　　　　　　　キム ファン 文・堀川 理万子 絵　[ほるぷ出版]

くるくるくるま なわとびょ～ん わにくんの
だめだめアイス
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【Ｅ えほん】

E ようかいむらのしとしとあめふり たかい よしかず 作・絵　[国土社]

E はじめまして ざとうくじら 田島 木綿子 監修　[チャイルド本社]

E にんじゃ たこまる・いかまる しゅりけんをとりもどせ！

タツトミ カオ さく・え　[チャイルド本社]

E

E つちのこをさがせ！ 塚本 やすし 作　[新日本出版社]

E いろどろぼう 中垣 ゆたか 作・絵　[金の星社]

E

E

E すてきなひとりぼっち なかがわ ちひろ 作　[のら書店]

E そらまめくんのまいにちはたからもの なかや みわ さく　[小学館]

E

E ねこすけくんがねているあいだに…

西野 精治 監修・さいとう しのぶ 絵　[「みんいく」地域づくり推進委員会]

E みにくいマルコ　えんとつ町に咲いた花 にしの あきひろ 著　[幻冬舎]

E おふくさんのてるてるぼうず 服部 美法 ぶん・え　[大日本図書]

E

E トマトの森では… フィリケえつこ 作・訳　[WAVE出版]

E ポリポリ村のみんしゅしゅぎ 蒔田 純 文　[かもがわ出版]

E すごいぞ！パラスポーツ 松原 茂章 監修　[チャイルド本社]

E

E チーターじまんのてんてんは みやけ ゆま 作　[BL出版]

E トムとジェリーをさがせ！わくわく！オリンピック＆パラリンピック

宮村 奈穂 絵　[河出書房新社]

E トムとジェリーのまちがいさがし　世界のお祭りにでかけよう！

宮村 奈穂 絵　[河出書房新社]

E モグラのモーとグーとラーコ みやにし たつや 作・絵　[ポプラ社]

E おはよう！げんき？　ありさんどんどんのぼったら 村上 勉 絵　[講談社]

E おうちジャングル ももろ 作　[講談社]

E ちびクワくんどんぐりぼうしはどこ？ やました こうへい 作　[ほるぷ出版]

E ハミガキクエスト 山岡 ひかる 作　[くもん出版]

E やかんひこう やまだ なおと 文・絵　[北海道新聞社]

E おやまでテント ゆーち みえこ 作　[アリス館]

E おめん　(怪談えほん 14) 夢枕 獏 作・辻川 奈美 絵　[岩崎書店]

E トロピカル～ジュ！プリキュア４つのおはなし [講談社]

【ＰＳ かみしばい】

PS みんなげんきピヨピヨ１・２ かこ さとし 脚本・絵　[童心社]

PS おちちゃった

すずめのまる　　　　　　　　　　　　　　　箕輪 義隆 絵・かんちく たかこ 文　[アリス館]

内田 麟太郎 脚本・市居 みか 絵　[童心社]

１００　　　　　　　　　　　　　　名久井 直子 さく・井上 佐由紀 しゃしん　[福音館書店]

きみはどこからやってきた？　　　　　　　　フィリップ・バンティング 作　[KADOKAWA]

ぼくとがっこう　　　　　　　　　　　　　谷川 俊太郎 文・はた こうしろう 絵　[アリス館]

くっくのおてつだい　　　　　　　　中島 和子 原作・いもと ようこ 文・絵　[ひかりのくに]

ゴムブタボート　　　　　　　　　　　　　中川 ひろたか さく・日隈 みさき え　[岩崎書店]

9 - 図書館の新着情報 2021.7 -



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

月 刊 誌

[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7月号】　2021年6月30日発行

〒093-0502　佐呂間町字永代町１６６番地の２

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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