
新着図書
原村図書館

生きのびるための「失敗」入門 雨宮 処凛

「慰安婦」問題ってなんだろう？ 梁 澄子

国旗えじてん 吹浦 忠正

女王さまのワードローブ ジュリア・ゴールディング

牧野富太郎 横山 充男

昭和の犬ジョンとの約束 今西 乃子

北里柴三郎 石崎 洋司

かっこいいなしょうぼうし

10代で知っておきたい「同意」の話 ジャスティン・ハンコック

「人それぞれ」がさみしい 石田 光規

わたしらしくＣジャンプ！ 赤羽 じゅんこ

中学校ってどんなとこ？ 升野 伸子

わたしの科学SCIENCE　AND　ME アリ・ウィンター

よみがえれ、マンモス！ 令丈 ヒロ子

おいしいごはんとあまいコーヒー 片川 優子

2050年の地球を予測する 伊勢 武史

大豆ミートのひみつ 高世 えり子‖まんが

走れトラック、ねがいをのせて！ 森埜 こみち

知りたいおぼえたい季節をめぐる花言葉 川崎 景介

ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう いしかわ まりこ

作ってたのしい！かざってかわいい！季

節のおりがみ春巻
たつくりのおりがみ

ジュニアのためのバレエ上達トウシューズレッスン 厚木 彩

球技のためのスポーツビジョントレーニング 石橋 秀幸

13歳からのファシリテーション ちょん せいこ

かず 神永 曉

お花のドレスのＢプラン あんびる やすこ

いつも勇気があってオシャレな女の子 いとう みく

コロキパラン たかどの ほうこ

かがやき子ども病院トレジャーハンター まはら 三桃

君色パレット 戸森 しるこ

鬼滅の刃　5 吾峠 呼世晴‖原作 絵

ふたりのえびす 高森 美由紀

なかよくなれるかな 今井 福子

児童書

郷土資料
市内遺跡発掘調査報告書第８２集　令和

２年度
諏訪市教育委員会 編

仏になって仏を彫った木喰上人 横地　民雄　作

原村議会会議録令和３年第１回臨時会　令和３年第２回定例会原村議会　編

原村暮らしの便利帳2022保存版 原村

おかあさんの扉　11 伊藤 理佐

じゅうじゅうじゅう あずみ虫

なかよしの犬はどこ？ エミリー・サットン

ショートケーキになにのせる？ おおの こうへい

ねえねえねえわらってる？ おの りえん

こいぬのくろちゃん きもと ももこ

ねこのオーランドー毛糸のズボン キャスリーン・ヘイル

あなのなかから… さいとう しのぶ

野ばらの村のひみつのへや ジル・バークレム

そだててみたら… スギヤマ カナヨ

へそまがりねこマックス ソフィー・ブラッコール

ミッフィーのどうぶつなあに ディック＝ブルーナ

ずんずんばたばたおるすばん ねじめ 正一

あーそーぼあーそーぼ ひろの たかこ

おっぱいどーこ？ ほりかわ りまこ

カイマンのクロ マリア・エウヘニア・マンリケ

でんせつのチョコレート みやにし たつや

絵本・紙芝居

小説大怪獣のあとしまつ 三木 聡‖脚本

ねこの町の小学校 小手鞠 るい

保健室経由、かねやま本館。3 ~ 4 松素 めぐり

あしたへの翼 中島 信子

火狩りの王 1 ~ 4 日向 理恵子

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 1 ~14 廣嶋 玲子

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 16 廣嶋 玲子

図書室の奥はあやしい相談室 櫻井 とりお

いつも強くてカッコいい女の子 蓼内 明子

荒野にヒバリをさがして アンソニー・マゴーワン

彼の名はウォルター エミリー・ロッダ

小さな手 金原 瑞人訳

ヨーロッパ史入門 池上 俊一

きこりとおおかみ やまぐち ともこ

ここがわたしのねるところ レベッカ・ボンド

くるくる 額田 宣彦

ちいさなはこ 笠野 裕一

北極点 関屋 敏隆・型染版画

ヤマネコとアザラシちょうさだん 五十嵐 美和子

ふくろにいれられたおとこのこ 山口 智子

くーちゃんのくった 山田 ゆみ子

ちいさなかくれんぼ 松永 悠一郎

こんとごん 織田 道代

てんのくぎをうちにいったはりっこ 神沢 利子

シェルパのポルパ　火星の山にのぼる 石川 直樹

たこさんたこさん 増田 純子

こぶたのまーち 村山 桂子

どうしてパパとけっこんしたの？ 桃戸 栗子

こっちむいてほいっ 藤井 蓮

ともだち 内田 麟太郎

はなになりました 内田 麟太郎

はーいおはよう！ 北村 人

てがみのえほん 堀内 誠一

海峡のまちのハリル 末沢 寧史

魔法のことば 柚木 沙弥郎

大ピンチずかん 鈴木 のりたけ

まあるくなーれ 鈴木 智子
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一般書
はじめてのWindows　11 戸内 順一

アルゴリズムがわかる図鑑 松浦 健一郎

最新インターネットの法律とトラブル対策 森 公任

Illustratorよくばり入門 石川 洋平

僕とアリスの夏物語 谷口 忠大

できるゼロからはじめるipad超入門 法林 岳之

行政マンとして図書館員が忘れていること 内野 安彦著

地域資料のアーカイブ戦略 蛭田 廣一

地域資料サービスの展開 蛭田 廣一

ブックスタートの20年 ブックスタート

４人の子どもを東大理三に合格させた佐

藤ママが教えるわが子の知能と心を育て

る「読み聞かせ」！

佐藤 亮子

千年の読書 三砂 慶明

絶版文庫万華鏡 近藤 健児

フランスの高校生が学んでいる10人の哲学者シャルル・ペパン

＜叱る依存＞がとまらない 村中 直人

「売れる個人」のつくり方 安藤 美冬

荘園 伊藤 俊一

足利将軍事典 木下 昌規

世界でいちばん素敵なルネサンスの教室 祝田 秀全

エジプトの女王 カーラ・クーニー

皇室９３号（令和４年冬）

ルース・ベイダー・ギンズバーグ　アメリカを

変えた女性
ルース・ベイダー・ギンズバーグ

「ツトムの虫」を探して 盛口 満

八ケ岳デイズ特別版

るるぶ上高地乗鞍白骨奥飛驒温泉郷’２３

車中泊研究家が教える車中泊で巡るオススメ道

の駅ガイド2022

るるぶ安曇野松本白馬’２３

エジプトの空の下 飯山 陽

それでも生きていく 姜 尚中

誉田哲也が訊く！ 誉田 哲也

大人になるってどういうこと？ 神内 聡

Invent　&　Wander ジェフ・ベゾス

多様性って何ですか？ 羽生 祥子

感じがいいと思われる敬語の話し方 川道 映里

サラ金の歴史 小島 庸平

交渉のメソッド アラン・ランプルゥ

差別の日本史 塩見 鮮一郎

東京の生活史 岸 政彦

ボランティアと有償ボランティア 安立 清史

「感動ポルノ」と向き合う 好井 裕明

０類　総記

1類　哲学

2類　歴史・地理・旅行

3類　社会科学

介護福祉士になるには 渡辺 裕美著

まんがでわかる自宅学習の強化書 葉一

あそびが語る保育と発達 河崎 道夫

学校！ 桐光学園中学校・高等学校

ニュージーランドの保育園で働いてみた 谷島 直樹

「食」をとおして育つもの・育てたいもの 堤 ちはる著

子どもとつながる「お話」の魔法 シルカ・ローズ・ウエスト

子育てに迷ったときのお母さんへの言葉 佐々木 正美

図説吉原遊郭のすべて

図説日本妖怪史 香川 雅信

昔話の扉をひらこう 小澤 俊夫

ビーカーくんがゆく！工場・博物館・実

験施設
うえたに夫婦

生物はなぜ死ぬのか 小林 武彦

ゾウが教えてくれたこと 入江 尚子

季節の不調が必ずラク〜になる本 瀬戸 佳子

人間が生きているってこういうことかしら？ 中村 桂子

図解ウイルスと除菌のことがよくわかる！本 内海 洋

脊柱管狭窄症どんどんよくなる！劇的１

ポーズ大全
金岡 恒治

女性の髪の増やしかた 本間 初枝

生理中です パク ボラム

マンガでわかる！28歳からのおとめのカ

ラダ大全
高橋 幸子

５０歳を過ぎたら要注意！「聞こえづら

い」をほっとかない
平野 幸生

春夏秋冬疲れ取りごはん 関口 絢子

ちょっとサウナ行ってきます 岩田 リョウコ

自律神経 工藤 孝文

ルポ自助2020- 石井 光太

カップ一杯の魔法 しばた みか

15歳からの地球温暖化 杉山 大志

キテレツ城あるき 長谷川 ヨシテル

スピーカーをつくろう！ stereo

手持ちの服でなんとかなります 杉山 律子

がんばりすぎない家事の時短図鑑 田中 ナオミ

スカート＆パンツの基本パターン集 野木 陽子

かぎ針編みのエコバッグ＆サブバッグ

瞬間たるみ流し 寺林 陽介

肌トラブル大全 小林 智子

バズる！オムライスレシピ オムライスのプロ

科学でわかるパンの「なぜ？」 梶原 慶春

栗原家のごはん 栗原 心平

おうち韓食（ハンシク） 重信 初江

一生幸せになれる料理147お魚イラストレ

シピ大百科
大垣 友紀惠

4類　自然科学

5類　技術

新書・辞典
民俗学入門 菊地 暁

俳句と人間 長谷川 櫂

現代日本図書館年表1945〜2020 奥泉 和久

ポケット六法令和４年版 佐伯 仁志集代表

有斐閣判例六法Professional令和４年版

01・02
長谷部 恭男集代表

多肉植物図鑑 小林 浩

満鉄探偵 山本 巧次

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 1 ~ 28 長月 達平

文庫本

小説（日本文学）
ブラック・ムーン 逢坂 剛

奔流の海 伊岡 瞬

威風堂々上 伊東 潤

威風堂々下 伊東 潤

タラント 角田 光代

階段ランナー 吉野 万理子

Ｓｃｈｏｏｌｇｉｒｌ 九段 理江

ブラックボックス 砂川 文次

少女を埋める 桜庭 一樹

残月記 小田 雅久仁

いえ 小野寺 史宜

月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子

我が友、スミス 石田 夏穂

六人の噓つきな大学生 浅倉 秋成

母の待つ里 浅田 次郎

桜風堂夢ものがたり 村山 早紀

ななみの海 朝比奈 あすか

男の愛 町田 康

オン・ザ・プラネット 島口 大樹

はじめての 島本 理生

怪物 東山 彰良

0 堂場 瞬一

特許やぶりの女王 南原 詠

神さま学校の落ちこぼれ 日向 夏

信長、鉄砲で君臨する 門井 慶喜

奇跡 林 真理子

落花流水 鈴木 るりか

サンセット・サンライズ 楡 周平



食べものが足りない！ 井出 留美

タネとヒト 西川 芳昭著

必死すぎるネコ一心不乱篇 沖 昌之

いちばんよくわかる猫種図鑑 長谷川 諒

美しいメダカ Ｋ＆Ｂパブリッシャーズ編集部

さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂 康之

思わずクリックしたくなるバナーデザインのき

ほん
カトウ ヒカル

ファンは少ないほうが稼げます 藤 あや

７５歳以上の免許更新が変わる！！！ 高齢者安全運転支援研究会

すぐに描きたいはがき絵180 小池 良子

マステで素敵にアレンジ楽しいギフトと飾りつけ森 珠美品

オノマトペでピンとくる！ひらめき配色図鑑FLAMINGO　STUDIO　INC．

子どもに教える楽典 ムジカノーヴァ

フルートと脳のおはなし 鈴木 則宏

みんなでゴスペル！ 山本 愛著

人生が豊かになる映画50本 村瀬 広

東京オリンピック始末記 小笠原 博毅

朝ラク！スポーツ部活弁当 上島 亜紀‖料理

よくわかる香道 三條西 堯水

英語のおさらい 嬉野 克也

図説花開くアメリカ児童文学 ちば かおり

「こどもの本」の創作講座 村中 李衣

高橋忠治追悼

古典を読んだら、悩みが消えた。 安田 登

寂聴さんに教わったこと 瀬尾 まなほ

源氏物語解剖図鑑 佐藤 晃子

生物としての静物 開高 健

モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本 葉子

一期一会の人びと 五木 寛之

幸田文　老いの身じたく 幸田 文

とどのつまり人は食う 佐野 洋子

作家と珈琲 平凡社編集部

読んで、旅する。 伊集院 静

レニーとマーゴで100歳 マリアンヌ・クローニン

集中講義ドストエフスキー 亀山 郁夫

6類　産業

7類　芸術

8類　言語

9類　文学（随筆など）
開館カレンダー

４月
日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

５月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

６月
日 月 火 水 木 金 土

29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

開館時間・休館日

│開館時間│ 午前１０時～午後６時１５分

│休館日│

問い合わせ

│電話│

│住所│

0266－70－1500

〒391-0104 諏訪郡原村12079番地1

イベント

│おたのしみ会│
図書館司書と子どもボランティアによるお話し会

○４月20日 水 午後４時〜
○６月1日 水 午後４時〜

│おはなし会│
読書ボランティアグループの皆さんによるおはな
し会です

○５月21日 土 午前10時30分〜

★図書館まつり 6月18 ～ 19日

月曜日・祝日・毎月最終金曜日
月曜日が祝日の場合、その翌日
蔵書点検（10 月 4日～7日）
年末年始（12月 29日～1 月4日）

│すわズラ～でできること│

○諏訪6市町村公共図書館の蔵書の検索・予約
受け取り図書館も指定できます（ただし、受取館での利用登録が別途必要です）

貸出中の本の状況の確認、延長手続き

新着図書の確認

「お気に入りリスト」の作成 など

初めて「すわズラ〜」を使って資料を予約する場合は利用登録が必要です。

電子申請で利用登録の手続きができます。
│注意│原村に利用者登録がある方に限ります。

登録処理までに1日ほどお時間をいただきます。

│申請フォーム│https://logoform.jp/form/usSk/33080

│すわズラー│http://www.libnet-suwa.gr.jp/

インターネットから資料の予約ができます。


