
                                             山形外商部 電話 023-633-3707 FAX 624-2719 gaisho-y@hachimonjiya.co.jp 
                                             庄内外商部 電話 0234-21-8585 FAX 21-8586  gaisho-s@hachmonjiya.co.jp 
                                             新庄外商部 電話 0233-23-8533 FAX 23-8535  shinjo-g@hachimonjiya.co.jp 
                       仙台外商部 電話 022-371-1988 FAX 371-1987 gaisho-i@hachimonjiya.co.jp 

 
ご注文は弊社営業担当までどうぞ。 図書カードの注文も承っております。  

毎毎週週最最新新のの出出版版情情報報がが満満載載！！（（毎毎週週月月曜曜日日発発行行））  
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1 マガジンハウス 吉野源三郎 \1,404 NEW

2 新潮社 伊坂幸太郎 \1,512 ↑
3 光文社 はらぺこグリズリー \972 ↑
4 小学館 佐藤愛子 \1,296 ↑
5 幻冬舎 日野原重明 \1,080 ↓
6 集英社 東野圭吾 \1,782 ↓
7 飛鳥新社 小川榮太郎 \1,500 NEW

8 新潮社 宿野かほる \1,080 ↑
9 講談社 山中伸弥　平尾誠二・恵子 \1,404 ↓
10 ダイヤモンド社 ブルック・バーカー \1,080 NEW

マスカレード・ナイト
徹底検証「 森友・ 加計事件」 　 朝日新聞による戦後最大級の 報道犯罪 

ルビンの壺が割れた
友情　平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」

せつない動物図鑑

10/16～10/22

＊今週の総合ベスト10＊

漫画 君たちはどう生きるか

ホワイトラビット

世界一美味しい煮卵の作り方

九十歳。何がめでたい

生きていくあなたへ

 

著者：稲垣 栄洋  税込価格：￥1,728 （本体：￥1,600） 
出版社：誠文堂新興社 サイズ：２１ｃｍ／２１５ｐ  ＩＳＢN： 
8-4-416-51642-3 発行年月：2017.6 利用対象：一般 
■内容■関西風おしゃべりおばさん「ホトケノザ」、孤高の
ヨーロピアン「セイヨウタンポポ」…。都会でよくみる雑草を
キャラクター化し、その生態や生存戦略をわかりやすく解
説する。世渡り術のヒントが満載。 

著者,：じゅえき太郎 税込価格：￥1,058 （本体：￥980） 
出版社：宝島社 サイズ：１９ｃｍ／１２７ｐ  ISBN： 
8-4-8002-7413-7 発行年月：2017.10 利用対象：一般 
■内容■「クスッ」と「あるある」がてんこもり！ 素朴なタッ
チのイラストとシニカルなセリフで、Ｔｗｉｔｔｅｒ上で人気を集め
ている「虫たちの生活のぞき見マンガ」を書籍化。 
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ゆるふわ昆虫図鑑   

   

1 山形県統計協会 ２０１６年版 や

まがた県民手帳  山 形 県 統 計 協 会

 ¥600  ↑ 

2 幻冬舎 置かれた場所で咲きなさい

  渡辺和子 ¥1,028 

著者：小川 糸  税込価格：￥1,512 （本体：￥1,400）  
出版社：幻冬舎  サイズ：２０ｃｍ／２５１ｐ  ISBN： 
978-4-344-03193-7  発行年月：2017.10 利用対象：一般 
■内容■夫からの詫び状、憧れの文豪からの葉書、大切な
人への最後の手紙…。鎌倉を舞台にした代書屋の物語。
「ツバキ文具店」の続編。 
■著者■〈小川糸〉デビュー作「食堂かたつむり」でイタリア
のバンカレッラ賞、フランスのウジェニー・ブラジエ小説賞を
受賞。ほかの著書に「サーカスの夜に」など。 

キラキラ共和国 

 

 

 

 

男性タレント honto ランキング第 1位 

 発売日：2015/09/18 

出版社：PHP研究所 

ISBN：978-4-569-82644-8 

  

 

 

 

 

(日めくり）ほめくり、修造！ 頑張る心を応援する

本気のほめ言葉 

 

男性タレント honto ランキング第 1位 

 発売日：2015/09/18 

出版社：PHP研究所 

ISBN：978-4-569-82644-8 

  

 

 

 

 

 

ふたご 
著者：藤崎 彩織  税込価格：￥1,566 （本体：￥1,450） 
出版社：文藝春秋  サイズ：２０ｃｍ／３２５ｐ  ISBN： 
978-4-16-390714-7 発行年：2017.10 利用対象：一般 
■内容■彼は、私のことを「ふたごのようだ…」と言った。私は全然
そんな風には思わない。彼は、私の人生の破壊者であり、創造者
だった。「ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ」のＳａｏｒｉ、初小説。 
■著者■〈藤崎彩織〉１９８６年東京都生まれ。四人組バンド「ＳＥＫ
ＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ」でピアノ演奏とライブ演出を担当。雑誌『文學
界』でエッセイを連載。 

みさと町立図書館分館 
著者：高森 美由紀  税込価格￥1,404 （本体：￥1,300） 
出版社：産業編集センター サイズ：１９ｃｍ／３２９ｐ  ＩＳＢN：
978-4-86311-165-3 発行年：2017.10 利用対象：一般 
■内容■みさと町立図書館分館に勤める遙は、３３歳独身の実家
暮らし。“図書館業務”は、ままならないことが多いが、小さな町の
図書館分館では、訪れる人たちの生活が感じられて…。 
■著者■〈高森美由紀〉１９８０年生まれ。青森県出身。「ジャパン・
ディグニティ」で暮らしの小説大賞受賞。ほかの著書に「おひさまジ
ャム果風堂」など。 

Ｑ＆Ａ日本経済のニュースがわかる！ ２０１８年版 
著者：日本経済新聞社(編) 税込価格：￥1,620 （本体：￥1,500） 
出版社：日本経済新聞社 サイズ：２１ｃｍ／２２３ｐ  ISBN： 
978-4-532-35745-0  発行年月：2017.9  利用対象：一般 
■内容■日本の景気はどうなっている？ 日経平均って何？ 新
聞やテレビでよく目にする経済ニュースを、『日本経済新聞』の取
材記者がＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説する。ニュースを読み解く
重要キーワード２０、用語索引も掲載。 

戦の国 
著者：冲方 丁  税込価格：￥1,674 （本体：￥1,550） 
出版社：講談社  サイズ：２０ｃｍ／２８４ｐ  ISBN： 
8-4-06-220804-8 発行年月：2017.10 利用対象：一般 
■内容■桶狭間から大坂の陣まで、日ノ本が造られた激動の５５年
を、織田信長、上杉謙信、明智光秀、大谷吉継、小早川秀秋、豊臣
秀頼の六傑の視点から描く。連作歴史長編。 
■著者■〈冲方丁〉１９７７年岐阜県生まれ。「黒い季節」でスニーカ
ー大賞金賞、「マルドゥック・スクランブル」で日本ＳＦ大賞、「天地明
察」で吉川英治文学新人賞、本屋大賞等を受賞。 

愛のかたち 
著者：岸 恵子  税込価格：￥1,620 （本体：￥1,500） 
出版社：文藝春秋 サイズ：２０ｃｍ／２４０ｐ  ISBN： 
978-4-16-390731-4 発行年月：2017.9 利用対象：一般           
■内容■化粧品会社の駐在員としてパリで暮らす渚詩子は謎の弁
護士と恋に落ちる…。フランス、中東、京都を舞台に、悲痛な運命
に抗い、力強く生きる男女を描く愛の物語。全２作品を収録。 
■著者■〈岸惠子〉横浜市出身。女優、作家、ジャーナリスト。「ベラ
ルーシの林檎」で日本エッセイスト・クラブ賞受賞。芸術文化勲章コ
マンドールを受勲。ほかの著書に「わりなき恋」など。 

著者：多田 多恵子 税込価格：￥1,512 （本体：￥1,400） 
出版社：誠文堂新興社  サイズ２１cm／２２３ｐ  ＩＳＢN：
978-4-416-61649-9 発行年月：2017.8 利用対象：一般 
■内容■モヒカン野郎のノリノリ飛行「ムクゲ」、寄生植物
の腹ぺこダネ「ナンバンギセル」…。野菜や果物、木や草花
の実とタネをキャラクター化し、その生態や生存戦略をわ
かりやすく解説する。 

 

 

 

 

 

 

雑草キャラクター図鑑 

 

 

実とタネキャラクター図鑑 

 

 

こねてのばして 
著者：ヨシタケシンスケ  税込価格：￥1,058 （本体：￥980） 
出版社：ブロンズ新社 サイズ：１０×２３ｃｍ／ページ付なし 
ISBN：978-4-89309-637-1 発行年月：2017.10 利用対象：幼児 
■内容■こねて、のばして、またこねて、のばして、こねて、またの
ばす。つついて、つまんで、おしつけて。のばして、ぐるぐるまきつ
けて。たたいて、ゆらして、ころがして…。親子でたのしむスキンシ
ップ絵本。 
■著者■〈ヨシタケシンスケ〉１９７３年神奈川県生まれ。「もうぬげ
ない」で第９回ＭＯＥ絵本屋さん大賞第１位等、「このあとどうしちゃ
おう」で第５１回新風賞受賞。 


