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１３日（月）、２１日（火１３日（月）、２１日（火１３日（月）、２１日（火１３日（月）、２１日（火）、）、）、）、 

dreamwork.codreamwork.codreamwork.codreamwork.commmm     

土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）    

カウンター後 

春を先取り！北海道はまだまだ寒いよ～ 

特集をコミットします！ 

司書のイチオシ本を紹介します。 

スカイエマさん」 

BINGO - 

が一致すると、マ

者には各館特製の「オリジナル達成シー

VOLUNTEER - 

PECIAL - 



★絵本★絵本★絵本★絵本

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
                                

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

★その他★その他★その他★その他

ジャッキーのしあわせ（あだちなみ）

だんご屋政談（春風亭一之輔）

おすしのずかん（大森裕子）

えほうまきもぐもぐ（土田

おにたとおふく（野村たかあき）

クマですが、イヌです（ダイアン・フォックス）

きょうはたんじょうび（中川ひろたか）

ざしきわらし（柳田国男）

初恋ゆうれいアート（斉藤洋）

文豪ノ怪談ジュニア

妖怪いじわるシャンプー（土屋富士夫）

戦国武将ビジュアル大百科（田代脩）

ポプラディア人物事典

ドングリ〈コナラ〉の絵本（大久保達弘

クマ大図鑑（小池伸

正しい目玉焼きの作り方（森下えみこ

地野菜

なぜ？どうして？ペットのなぞにせまる

   

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書    ※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者

                                ※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

ジャッキーのしあわせ（あだちなみ）

だんご屋政談（春風亭一之輔）

おすしのずかん（大森裕子）

えほうまきもぐもぐ（土田

にたとおふく（野村たかあき）

クマですが、イヌです（ダイアン・フォックス）

きょうはたんじょうび（中川ひろたか）

ざしきわらし（柳田国男）

初恋ゆうれいアート（斉藤洋）

文豪ノ怪談ジュニア・

妖怪いじわるシャンプー（土屋富士夫）

戦国武将ビジュアル大百科（田代脩）

ポプラディア人物事典

ドングリ〈コナラ〉の絵本（大久保達弘

クマ大図鑑（小池伸介

正しい目玉焼きの作り方（森下えみこ

地野菜/伝統野菜（堀知佐子）

なぜ？どうして？ペットのなぞにせまる

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者、本の順序は、本の順序は、本の順序は、本の順序は著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順

※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑」です。」です。」です。」です。

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

ジャッキーのしあわせ（あだちなみ）

だんご屋政談（春風亭一之輔） 

おすしのずかん（大森裕子） 

えほうまきもぐもぐ（土田義晴） 

にたとおふく（野村たかあき） 

クマですが、イヌです（ダイアン・フォックス）

きょうはたんじょうび（中川ひろたか）

ざしきわらし（柳田国男） 

初恋ゆうれいアート（斉藤洋） 

・セレクション

（太宰治他）

妖怪いじわるシャンプー（土屋富士夫）

戦国武将ビジュアル大百科（田代脩）

ポプラディア人物事典 １～５ 

ドングリ〈コナラ〉の絵本（大久保達弘

介） 

正しい目玉焼きの作り方（森下えみこ

伝統野菜（堀知佐子） 

なぜ？どうして？ペットのなぞにせまる

（小野寺佑紀）

著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順です。です。です。です。 

」です。」です。」です。」です。 

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ 

★

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書
 ★

ジャッキーのしあわせ（あだちなみ） 

 

 

クマですが、イヌです（ダイアン・フォックス） 

きょうはたんじょうび（中川ひろたか） 

セレクション 獣 

（太宰治他） 

妖怪いじわるシャンプー（土屋富士夫） 

戦国武将ビジュアル大百科（田代脩） 

ドングリ〈コナラ〉の絵本（大久保達弘） 

正しい目玉焼きの作り方（森下えみこ） 

なぜ？どうして？ペットのなぞにせまる 

（小野寺佑紀） 

花を呑む（あさのあつこ）

果てしなき追跡（逢坂剛）

七月に流れる花・

クラウドガール（金原ひとみ）

サーベル警視庁（今野敏）

キリカ（沢村伊智）

罪の声（塩田武士）

天皇と和歌（鈴木健一）

月のぶどう（寺地はるな）

翼がなくても（中山七里）

結物語（西尾維新）

日本の古典をよむ

サロメ（原田マハ）

幻庵

桜風堂ものがたり（村山早紀）

文学とワイン（山内宏泰）

しんせかい（山下澄人）

カズ

 

将棋から学んできたこと（羽生善治）

少年探偵団（江戸川乱歩）

芥川症（久坂部羊）

吉原詣で

不死症（周木律）

小説ほしのこえ（新海

そして誰もいなくなった（アガサ・クリスティー）

老人と海（ヘミング・ウェイ）

★文庫文庫文庫文庫    

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書    ※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「

 ★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語
花を呑む（あさのあつこ）

果てしなき追跡（逢坂剛）

七月に流れる花・

クラウドガール（金原ひとみ）

サーベル警視庁（今野敏）

キリカ（沢村伊智）

罪の声（塩田武士）

天皇と和歌（鈴木健一）

月のぶどう（寺地はるな）

翼がなくても（中山七里）

結物語（西尾維新）

日本の古典をよむ

サロメ（原田マハ）

幻庵 上・下（百田尚樹）

桜風堂ものがたり（村山早紀）

文学とワイン（山内宏泰）

しんせかい（山下澄人）

カズサビーチ（山下一力）

 

将棋から学んできたこと（羽生善治）

少年探偵団（江戸川乱歩）

芥川症（久坂部羊）

吉原詣で ２８（佐伯泰英）

不死症（周木律）

小説ほしのこえ（新海

そして誰もいなくなった（アガサ・クリスティー）

老人と海（ヘミング・ウェイ）

※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「黄緑黄緑黄緑黄緑

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 
花を呑む（あさのあつこ） 

果てしなき追跡（逢坂剛） 

七月に流れる花・八月は冷たい城（恩田陸）

クラウドガール（金原ひとみ）

サーベル警視庁（今野敏） 

キリカ（沢村伊智） 

罪の声（塩田武士） 

天皇と和歌（鈴木健一） 

月のぶどう（寺地はるな） 

翼がなくても（中山七里） 

結物語（西尾維新） 

日本の古典をよむ 

サロメ（原田マハ） 

上・下（百田尚樹） 

桜風堂ものがたり（村山早紀）

文学とワイン（山内宏泰） 

しんせかい（山下澄人） 

サビーチ（山下一力） 

将棋から学んできたこと（羽生善治）

少年探偵団（江戸川乱歩） 

芥川症（久坂部羊） 

２８（佐伯泰英）

不死症（周木律） 

小説ほしのこえ（新海誠） 

そして誰もいなくなった（アガサ・クリスティー）

老人と海（ヘミング・ウェイ）

黄緑黄緑黄緑黄緑」です」です」です」です。。。。    

八月は冷たい城（恩田陸）

クラウドガール（金原ひとみ） 

桜風堂ものがたり（村山早紀） 

将棋から学んできたこと（羽生善治） 

２８（佐伯泰英） 

そして誰もいなくなった（アガサ・クリスティー）

老人と海（ヘミング・ウェイ） 

★その他その他その他その他

八月は冷たい城（恩田陸） 

そして誰もいなくなった（アガサ・クリスティー） 

トコトンやさしい人工

東大式伝わる

認知症予防におすすめ図書館利用術（結城俊也）

地図をグルグル回しても全然わからない人の方

向オンチ

世界幸福度ラ

かったこと（マイケ

「修身」教科書に学ぶ偉い

現代中国を知るための４４章（藤野彰）

独裁国家・北朝鮮の実像（坂井隆）

超ソロ社会（荒川和久）

骸骨考（養老孟司）

おっぱいの進化史（浦島匡）

食べる力（塩田芳享

ナース・患者のための喘息マネージメント入門

つらい肩

忘れんぼさんへのマナー（ジョアン

本当は怖いドライアイ（平松類）

カリカリベーコンは

の？（ＡＮＤＹ

ときめく文房具図鑑（山崎真由子）

ハンドメイドイベント出展

使えるきのこレシピ（野永喜三夫）

ママたちが非常事態！？（ＮＨＫスペシャル取材班）

農の仕事は刃が命（農山漁村文化協会）

ポストハーベスト技術で活かすお米の力

ミニ庭園つくりのコツのコツ（岡田文夫）

人気陶芸作家の凄技ファイル（陶工房編集部）

立体でつくる、綺麗な切り絵と小物たち

その他その他その他その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

トコトンやさしい人工知能の本（辻井潤一）

東大式伝わるパワーポイントスライドの作り方

予防におすすめ図書館利用術（結城俊也）

地図をグルグル回しても全然わからない人の方

向オンチ矯正読本（北村壮一郎

世界幸福度ランキング上位１３カ国を旅してわ

かったこと（マイケ・ファン

「修身」教科書に学ぶ偉い

現代中国を知るための４４章（藤野彰）

独裁国家・北朝鮮の実像（坂井隆）

超ソロ社会（荒川和久）

骸骨考（養老孟司） 

おっぱいの進化史（浦島匡）

食べる力（塩田芳享） 

ナース・患者のための喘息マネージメント入門

つらい肩のこりと痛みがみるみるとれる

忘れんぼさんへのマナー（ジョアン

本当は怖いドライアイ（平松類）

カリカリベーコンはどうして美味しいにおいな

の？（ＡＮＤＹ ＢＲＵＮＮＩＮＧ）

ときめく文房具図鑑（山崎真由子）

ハンドメイドイベント出展

使えるきのこレシピ（野永喜三夫）

ママたちが非常事態！？（ＮＨＫスペシャル取材班）

農の仕事は刃が命（農山漁村文化協会）

ポストハーベスト技術で活かすお米の力

ミニ庭園つくりのコツのコツ（岡田文夫）

人気陶芸作家の凄技ファイル（陶工房編集部）

立体でつくる、綺麗な切り絵と小物たち

知能の本（辻井潤一）

パワーポイントスライドの作り方

（西川元一）

予防におすすめ図書館利用術（結城俊也）

地図をグルグル回しても全然わからない人の方

矯正読本（北村壮一郎） 

ンキング上位１３カ国を旅してわ

ファン・デン・

「修身」教科書に学ぶ偉い人の話（長山靖生）

現代中国を知るための４４章（藤野彰）

独裁国家・北朝鮮の実像（坂井隆） 

超ソロ社会（荒川和久） 

おっぱいの進化史（浦島匡） 

 

ナース・患者のための喘息マネージメント入門

（宮本昭正）

こりと痛みがみるみるとれる

（筒井広明）

忘れんぼさんへのマナー（ジョアン・サウアーズ）

本当は怖いドライアイ（平松類） 

どうして美味しいにおいな

ＢＲＵＮＮＩＮＧ）

ときめく文房具図鑑（山崎真由子） 

ハンドメイドイベント出展ガイドブック

使えるきのこレシピ（野永喜三夫） 

ママたちが非常事態！？（ＮＨＫスペシャル取材班）

農の仕事は刃が命（農山漁村文化協会）

ポストハーベスト技術で活かすお米の力

（佐々木泰弘）

ミニ庭園つくりのコツのコツ（岡田文夫）

人気陶芸作家の凄技ファイル（陶工房編集部）

立体でつくる、綺麗な切り絵と小物たち

（カジタミキ）

知能の本（辻井潤一） 

パワーポイントスライドの作り方 

（西川元一） 

予防におすすめ図書館利用術（結城俊也） 

地図をグルグル回しても全然わからない人の方

ンキング上位１３カ国を旅してわ

・ボーム） 

人の話（長山靖生） 

現代中国を知るための４４章（藤野彰） 

 

ナース・患者のための喘息マネージメント入門 

（宮本昭正） 

こりと痛みがみるみるとれる 

（筒井広明） 

サウアーズ） 

どうして美味しいにおいな

ＢＲＵＮＮＩＮＧ） 

 

ガイドブック 

 

ママたちが非常事態！？（ＮＨＫスペシャル取材班） 

農の仕事は刃が命（農山漁村文化協会） 

ポストハーベスト技術で活かすお米の力 

（佐々木泰弘） 

ミニ庭園つくりのコツのコツ（岡田文夫） 

人気陶芸作家の凄技ファイル（陶工房編集部） 

立体でつくる、綺麗な切り絵と小物たち 

（カジタミキ） 


