
【０ 総記】※今月は該当図書はありません。

【１ 人生訓・哲学】

141

143 イラストですぐわかる！息子のトリセツ 黒川 伊保子 著　[扶桑社]

147 死者の告白　30人に憑依された女性の記録 奥野 修司 著　[講談社]

【２ 地理・歴史・伝記】

210.0 逆説の日本史 26　明治激闘編 井沢 元彦 著　[小学館]

古代豪族と大王の謎 水谷 千秋 著　[宝島社]

210.7 わたしたちもみんな子どもだった 和久井 香菜子 著　[ハガツサブックス]

281 後列のひと　無名人の戦後史 清武 英利 著　[文藝春秋]

289.3 世界でいちばん幸せな男　101歳、アウシュヴィッツ生存者が語る美しい人生の見つけ方

エディ・ジェイク 著　[河出書房新社]

【３ 社会・資格・教育】

319 「日韓」のモヤモヤと大学生のわたし 加藤 圭木 監修　[大月書店]

333 哲さんの声が聞こえる　中村哲医師が見たアフガンの光　加藤 登紀子 著　[合同出版]

333 カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ 原作　[双葉社]

★のついているものは、リクエストのあった本です。

（２０２１年８月１日～８月３１日分）

210.3S★

アイデア想起メガネ　　　　　　　　　　　 郭 水泳 著　[幻冬舎メディアコンサルティング]

後列のひと 哲さんの声が聞こえる

クジラが打ち上がれば電話１本で海岸へ出
動。日本一クジラを解剖してきた研究者が、
七転八倒の毎日とともに海の哺乳類の生態
を紹介する。

９
2021

図書館

海獣学者、
クジラを
解剖する。

田島 木綿子 著
山と渓谷社 刊
[動物学]
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【３ 社会・資格・教育】：続き

342 徳川幕府の資金繰り 安藤 優一郎 著　[彩図社]

366 自由にはたらく副業アイデア事典 中野 貴利人 著　[SBクリエイティブ]

369 いのちの電話を支える　ボランティア実践の方法 今川 民雄 著　[日本評論社]

376 ０～５歳児ケガと病気の予防・救急まるわかり安心BOOK　高見 剛 監修　[ナツメ社]

【４ 自然・理数・健康】

489 海獣学者、クジラを解剖する。 田島 木綿子 著　[山と溪谷社]

493 オンナたちの甲状腺 山内 泰介 著　[現代書林]

498 ★ 疲れないカラダ大図鑑 夏嶋 隆 著　[アスコム]

【５ 手芸・料理・家事・技術】

518 日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 滝沢 秀一 著　[主婦の友社]

589 魔法のクローゼット　50代になった娘が選ぶ母のお洋服　くぼしま りお 著　[KADOKAWA]

591

594 はじめての手作り小物 かっぱ 著　[ワニブックス]

595 美容皮膚科医が教える大人のヘアケア再入門 吉木 伸子 著　[青春出版社]

596 ３歳から始めるお料理レッスン １ 青空キッチン 著　[海竜社]

596 ３歳から始めるお料理レッスン ２ 青空キッチン 著　[海竜社]

596 かおり的家(うち)ご飯 桃井 かおり 著　[KADOKAWA]

596 うちで作るチャーハンがウマい！ 佐藤 樹里 著　[池田書店]

596 生のまま！野菜＆フルーツ最新冷凍術 島本 美由紀 著　[秀和システム]

【６ 産業】

626 野菜がおいしくなるクイズ 緒方 湊 著　[飛鳥新社]

645 岩合光昭み～んな元気ネコ　ニッポンの猫写真集 岩合 光昭 著　[辰巳出版]

645 もちまる日記 下僕 著　[KADOKAWA]

【７ 芸能・工芸・スポーツ・まんが】

726 ねえ、ぴよちゃん ６ 青沼 貴子 著　[竹書房]

726 おぼえていても、いなくても 蛭子 能収 著　[毎日新聞出版]

762 クラシック作曲家列伝 やまみち ゆか 絵・文　[マール社]

780 東京オリンピック2020　特別報道写真集 [北海道新聞社]

783 47都道府県・高校野球百科 森岡 浩 著　[丸善出版]

789 勝負魂　新装復刻版 古賀 稔彦 著 [ベースボール・マガジン社]

【８ ことば・話し方】

810 ついスマホに頼ってしまう人のための日本語入門 堀田 あけみ 他著　[ナカニシヤ出版]

私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか？　井戸 美枝 著 [日本実業出版社]
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【９ 文学・詩・エッセイ・外国文学】

914.6 ごきげんな散歩道 森沢 明夫 著　[春陽堂書店]

914.6 渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田 壽賀子 著　[大和書房]

943 夜ふけに読みたい植物たちのグリム童話 グリム兄弟 著　[平凡社]

933B 殺人ゲーム

933B 火星へ 上・下

933B パーカー・パインの事件簿 アガサ・クリスティ 著　[東京創元社]

【Ｆ 小説】

F 白光 朝井 まかて 著　[文藝春秋]

F 兵諌(へいかん) 浅田 次郎 著　[講談社]

F QUEEN　スカイマーシャル兼清涼真 麻生 幾 著　[角川春樹事務所]

F スモールワールズ 一穂 ミチ 著　[講談社]

F 琉球警察 伊東 潤 著　[角川春樹事務所]

F 兇人邸の殺人 今村 昌弘 著　[東京創元社]

F 猫弁と鉄の女 大山 淳子 著　[講談社]

F Butterfly World　最後の六日間 岡崎 琢磨 著　[双葉社]

F 亜ノ国ヘ　水と竜の娘たち 柏葉 幸子 著　[KADOKAWA]

F 噂を売る男　藤岡屋由藏 梶 よう子 著　[PHP研究所]

F サイレント 黙認 神津 凛子 著　[講談社]

F チンギス紀 11　黙示 北方 謙三 著　[集英社]

F たまごの旅人 近藤 史恵 著　[実業之日本社]

F ロータスコンフィデンシャル 今野 敏 著　[文藝春秋]

F 霧をはらう 雫井 脩介 著　[幻冬舎]

F 星のように離れて雨のように散った 島本 理生 著　[文藝春秋]

F 明日は結婚式 小路 幸也 著　[祥伝社]

F 高瀬庄左衛門御留書 砂原 浩太朗 著　[講談社]

F 紅きゆめみし 田牧 大和 著　[光文社]

F 硝子の塔の殺人 知念 実希人 著　[実業之日本社]

レイチェル・アボット 著 [KADOKAWA]

メアリ・ロビネット・コワル 著 [早川書房]

渡る世間に
やじ馬ばあさん

兵諌(へいかん) 明日は結婚式兇人邸の殺人
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【Ｆ 小説】：続き

F 桎梏(しっこく)の雪 仲村 燈 著　[講談社]

F 能面検事の奮迅 中山 七里 著　[光文社]

F 巨鳥の影 長岡 弘樹 著　[徳間書店]

F スリーピング事故物件 西澤 保彦 著　[コスミック出版]

F もういちど　(「しゃばけ」シリーズ 20) 畠中 恵 著　[新潮社]

F Phantom 羽田 圭介 著　[文藝春秋]

F ワラグル 浜口 倫太郎 著　[小学館]

F ツタンカーメンの心臓 福士 俊哉 著　[KADOKAWA]

F ミラーワールド 椰月 美智子 著　[KADOKAWA]

F 余命一年、男をかう 吉川 トリコ 著　[講談社]

F 屋根裏のチェリー 吉田 篤弘 著　[角川春樹事務所]

F ブランド 吉田 修一 著　[KADOKAWA]

＜文庫・新書版＞

FB 私はたゆたい、私はしずむ 石川 智健 著　[中央公論新社]

FB 慶喜の本心　徳川最後の将軍 植松 三十里 著　[集英社]

FB あなたの後ろにいるだれか　(小説集) 恩田 陸 他著　[新潮社]

FB 南町奉行と大凶寺　(耳袋秘帖) 風野 真知雄 著　[文藝春秋]

FB 隠れの子　(東京バンドワゴン ０) 小路 幸也 著　[集英社]

【Ｋ 郷土資料・Ｈ 北海道資料】

H291 ゼンリン住宅地図 北海道紋別郡遠軽町 [ゼンリン]

H291 ゼンリン住宅地図 北海道紋別郡湧別町 [ゼンリン]

H291 北海道・北東北の縄文遺跡群を旅するガイド [昭文社]

H338

H382B アイヌの世界に生きる 茅辺 かのう 著　[筑摩書房]

【Ｊ 児童書（じどうしょ）】

＜児童書：情報＞

J0 ドラえもん探究ワールド知ってる？名前のひみつ 藤子・Ｆ・不二雄 まんが　[小学館]

＜児童書：歴史・地理＞

J2

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

こどもサピエンス史　　　　　　　　　　ベングト=エリック・エングホルム 著　[NHK出版]

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８月１日～８月３１日分）

☆☆☆☆☆　こども の よみもの・えほん・かみしばい　☆☆☆☆☆

遠軽信用金庫70年史　　　　　　　　　遠軽信用金庫70年史編纂委員会 編　[遠軽信用金庫]
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

＜児童書：社会＞

J3 ちびまる子ちゃんの自由研究 さくら ももこ キャラクター原作 [集英社]

J3 ドラえもん探究ワールド衣服と制服のひみつ 藤子・Ｆ・不二雄 まんが　[小学館]

J3 10歳から読める・わかるいちばんやさしい民主主義　五野井 郁夫 監修　[東京書店]

J3 妖怪バトル＆大図鑑 村上 健司 監修　[KADOKAWA]

＜児童書：環境・手芸・料理＞

J5 トミカのひみつ100 [ポプラ社]

J5 ドラえもん科学ワールド未来をつくる生き物と技術　藤子・Ｆ・不二雄 まんが　[小学館]

J5 こども環境学 朝岡 幸彦 監修　[新星出版社]

＜児童書：仕事・飼育＞

J6 ゆれるシッポ、ふんじゃった！　子犬のきららと捨て犬・未来　今西 乃子 著　[岩崎書店]

＜児童書：遊び・スポーツ＞

J7 すみっコぐらしパズルブック　全99もん！！

J7 東大松丸式ナゾトキスクール　ナゾトキ島でサバイバル！？　松丸 亮吾 監修　[小学館]

J7 そんなわけでスポーツはじめちゃいました！図鑑 粟生 こずえ 文　[主婦の友社]

J7 てづくりおもしろおもちゃ かこ さとし 著　[小学館]

＜児童書：読み物・詩＞

J9 顔のない花嫁 Ｋ．Ｒ．アレグザンダー 作　[小学館]

J9 どっちでもいい子 かさい まり 作　[岩崎書店]

J9 おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん 角野 栄子 さく　[ポプラ社]

J9 キケンな修学旅行　ぜったいねむるな！

J9 かげろうのむこうで　(翔の四季 夏) 斉藤 洋 作　[偕成社]

J9 おまつりのおばけずかん　じんめんわたあめ 斉藤 洋 作　[講談社]

J9 みちのく妖怪ツアー ４　オンラインゲーム編 佐々木 ひとみ 他作　[新日本出版社]

J9 かずさんの手 佐和 みずえ 作　[小峰書店]

J9 かなしきデブ猫ちゃん ２　マルの秘密の泉 早見 和真 文　[愛媛新聞社]

キャラぱふぇ編集部 編集 [KADOKAWA]

ジェニファー・キリック 作　[ほるぷ出版]

妖怪バトル＆大図鑑 どっちでもいい子 おまつりのおばけずかん
じんめんわたあめ

すみっコぐらし
パズルブック
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【Ｊ 児童書（じどうしょ）】：つづき

J9 シロクマが嵐をこえてきた！ マリア・ファラー 作　[あかね書房]

J9 たまごの魔法屋トワ ３　さくら色と銀の空 宮下 恵茉 作　[文響社]

J9 みんなのためいき図鑑 村上 しいこ 作　[童心社]

J9 りぼんちゃん 村上 雅郁 作　[フレーベル館]

J9 ５秒後に意外な結末　オイディプスの黒い真実 桃戸 ハル 編著　[学研プラス]

J9S 世界一クラブ 12　お祭りさわぎの花火大会！ 大空 なつき 作　[KADOKAWA]

J9S

＜ヤングアダルト：読み物・詩＞

YAJ9 あなたがいたところ ワタシゴト14歳のひろしま ２ 中澤 晶子 作　[汐文社]

YAJ9 万葉恋ばな　春夏秋冬 みずの まい 著　[学研プラス]

【Ｅ えほん】

E

E どすこいすしずもう サーモンざくらのひみつ アン マサコ 作　[講談社]

E しあわせをさがしているきみに エヴァ・イーランド 作　[ほるぷ出版]

E オレじてんしゃ！ 石井 聖岳 作　[ほるぷ出版]

E 妖怪俳句 石津 ちひろ 俳句・広瀬 克也 絵　[絵本館]

E むぎゅ むぎゅ よいしょ 板橋 敦子 さく・え　[チャイルド本社]

E あたまにかきのき　日本むかしばなし いもと ようこ 文・絵　[金の星社]

E くろねこのほんやさん シンディ・ウーメ 文・絵　[小学館]

E

E チコちゃんに叱られる　ちきゅうおんだんかってなに？

海老 克哉 文・オオシカ ケンイチ 絵　[文溪堂]

E じはんきくん おおい じゅんこ 作・絵　[教育画劇]

E どうぶつ勝負(かちまけ)はっけよい！ 大橋 慶子 作・絵　[教育画劇]

E

E おおきなかぶ～ ガタロー☆マン 作　[誠文堂新光社]

E ぼくはほんやさんになる

E たいせつなぎゅうにゅう キッチンミノル 著　[白泉社]

E しらすどん 最勝寺 朋子 作・絵　[岩崎書店]

E あべ弘士のシートン動物記 ３　灰色グマのワーブ

Ｅ．Ｔ．シートン 原作・あべ弘士 文・絵　[学研プラス]

E 100歳ランナーの物語　夢をあきらめなかったファウジャ

シムラン・ジート・シング 文/バルジンダー・カウル 絵　[西村書店]

おじいちゃんのコート　ジム・エイルズワース 文/バーバラ・マクリントック 絵　[ほるぷ出版]

鬼滅の刃 ４　遊郭潜入大作戦編　　　　　　　 吾峠 呼世晴 原作・絵・松田 朱夏 著　[集英社]

菊池 壮一 さく・塚本 やすし え　[ニコモ]

アニマルバスとくものうえ　　　　　　　　あさの ますみ ぶん・こてら しほ え　[ポプラ社]

あわあわジャングル　　　　　　　　　　　片平 直樹 さく・高畠 那生 え　[チャイルド本社]

【 ２０２１年９月 の休館日 】
６(月)・１３(月)・２０(月)・２１(火)・２３(木)・２７(月)・３０(木)

※21日は敬老の日の振替のため、23日は秋分の日のため休館となります。
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【Ｅ えほん】：つづき

E

E ねえ、きいてみて！　　　　　ソニア・ソトマイヨール 文/ラファエル・ロペス 絵　[汐文社]

E うちのねこ 高橋 和枝 作　[アリス館]

E すいめん 高久 至 写真・文　[アリス館]

E ようかいむらのずんちゃかおんがくかい たかい よしかず 作・絵　[国土社]

E

E グレタとよくばりきょじん　たったひとりで立ちあがった女の子

ゾーイ・タッカー 作/ゾーイ・パーシコ 絵　[フレーベル館]

E

つくってみよう！うどん 中山 章子 監修　[チャイルド本社]

E せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー 作　[光村教育図書]

E ここはいつでもぼくの場所　学校図書館　(いこうよがっこうとしょかん ４)

埜納 タオ 絵・横山 須美代 監修　[少年写真新聞社]

E かうかうからす ほそい さつき 作・絵　[ポプラ社]

E モンスターだって、おかたづけする！

ジェシカ・マルティネロ ぶん/グレゴワール・マビール え　[ワールドライブラリー]

E おまたせまちあわせ 宮野 聡子 作・絵　[PHP研究所]

E

E

E

E ムーミン一家の海の冒険 トーベ・ヤンソン 原作　[徳間書店]

E すみっコぐらし しろくま絵本 よこみぞ ゆり 絵と文　[主婦と生活社]

E すみっコぐらし とかげ絵本 よこみぞ ゆり 絵と文　[主婦と生活社]

E

E すみっコぐらし ねこ絵本 よこみぞ ゆり 絵と文　[主婦と生活社]

E すみっコぐらし ぺんぎん？絵本 よこみぞ ゆり 絵と文　[主婦と生活社]

E 宿題ファイター よしなが こうたく さく　[好学社]

E

E おやすみルーシー　ウイルスがやってきた！ ルーシー 文・こまちだ たまお 絵　[文屋]

E

E

E 環境破壊モンスターから地球を救おう！ マリー・Ｇ．ローデ 著　[河出書房新社]

【ＰＳ かみしばい】

PS ピエリーノとまじょ

さえぐさ ひろこ 脚本・スズキ コージ 絵　[童心社]

PS うさぎとかめ

やえがし なおこ 脚本・

やべ みつのり・矢部 太郎 絵　[童心社]

止めなくちゃ！気候変動　　　　　　　　　ニール・レイトン 作・絵　[ひさかたチャイルド]

ハブラシのサミー　　　　　　　　Ｍ．Ｇ．レナード 文/ダニエル・リエリー 絵　[化学同人]

むかしむかしあるところに子ヤギが　ダン・リチャーズ ぶん/エリック・バークレー え [評論社]

すみっコぐらし とんかつとえびふらいのしっぽ絵本　よこみぞ ゆり 絵と文 [主婦と生活社]

111本の木　　　　　　　　　　　リナ・シン 文/マリアンヌ・フェラー 絵　[光村教育図書]

おまく　えほん遠野物語　　　　　　　柳田 国男 原作・京極 夏彦 文・羽尻 利門 絵　[汐文社]

ちょとつ　　　　　　　　　　　　　　　　立川 治樹 ぶん・くすはら 順子 え　[絵本塾出版]

うさぎのふうせん　　　　　　　　　つしま せつこ さく・狩野 富貴子 絵　[チャイルド本社]

ルブナとこいし　　　　　　　　　ウェンディ・メデュワ 文/ダニエル・イヌュ 絵　[BL出版]

ねえさんの青いヒジャブ　　　イブティハージ・ムハンマド 他文/ハテム・アリ 絵　[BL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 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

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

[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9月号】　2021年8月31日発行

〒093-0502　佐呂間町字永代町１６６番地の２

月 刊 誌
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