
新着図書
原村図書館

はじめての脱炭素 すなだ ゆか

わら細工　生活用具としめ飾り 瀧本 広子

生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社

おにごっこ 伝承遊びを伝える会

幸せな王子 オスカー・ワイルド

ぼくらは少年鑑定団！ くすのき しげのり

のはらクラブのこどもたち たかどの ほうこ

涙と笑いのミステリー 宮部 みゆき

ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋 玲子

げたばこかいぎ 村上 しいこ

タヌキの土居くん 富安 陽子

レッツもよみます ひこ・田中

18枚のポートレイト 柏葉 幸子

タブレット・チルドレン 村上 しいこ

おにしずく 畑中 弘子

まよなかのサイクリング たるいし まこ

クーちゃんとぎんがみちゃん 北川 佳奈

モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉 幸子

カンフー＆チキン 小嶋 陽太郎

ほじょりん工場のすまこちゃん 安井 寿磨子

マンチキンの夏 ホリー・ゴールドバーグ・スローン

ぼくたちのスープ運動 ベン・デイヴィス

けんかのたね ラッセル・ホーバン

くまのピエール イブ・スパング・オルセン

私たちのサステイナビリティ 工藤 尚悟

＜読む＞という冒険 佐藤 和哉

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

ぼくたちのスープ運動 ベン・デイヴィス

けんかのたね ラッセル・ホーバン

くまのピエール イブ・スパング・オルセン

児童書

諏訪湖円周都市１　諏訪市・岡谷市・下

諏訪町 令和４年

諏訪湖円周都市２　茅野市・富士見町・

原村 令和４年

原村議会会議録 令和３年第３回　定例会 原村議会　編

サクラ おくやま ひさし

くだもののずかん 大森 裕子

のいちごつみ さとう わきこ

はっぴーなっつ 荒井 良二

さくら こが ようこ

どうしよう 浜田 桂子

スープとあめだま ブレイディみかこ

ぼくのねこ 鈴木 のりたけ

マロングラッセ だるま森

そらいっぱいのこいのぼり 羽尻 利門

はやくしなさい！ 中川 ひろたか‖文

ながみちくんがわからない 数井 美治

ポチャッポチョッイソップ イソップ‖［原作］

ちいさなちいさなこねこをさがして さかい さちえ‖［作］

たびするてんとうむし イザベル・シムレール‖文・絵

ふたりはしんゆう アーノルド・ローベル

ブルタちゃんのコロッケ　グー！ ケロポンズ

ブロロンどろろん 高畠 那生

うみとりくのからだのはなし 遠見 才希子

はるがきた ジーン・ジオン

出動せよ！世界の緊急車両図鑑 サイモン・タイラー

たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや みわ

絵本で知ろう二十四節気　冬 ふじもと みさと

おとがあふれてオムライス 夏目 義一

おしりじまん 齋藤 槇

妖怪横丁大運動会 広瀬 克也

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

紙芝居

絵本・紙芝居

私たちのサステイナビリティ 工藤 尚悟

＜読む＞という冒険 佐藤 和哉

うさぎのみみちゃんおにはそとー！ 間所 ひさこ

パンダさんパンダさんなにしてるの？ とよた かずひこ

おおきないわがどーん とよた かずひこ

きかんしゃぼっぽくん とよた かずひこ

しきぶとんとうさんとかけぶとんかあさ

んとまくらちゃんのいちにち
とよた かずひこ

くろわんしろわんよーいどん 伊東 美貴 

くろわんしろわんはみがきシュッシュッ 伊東 美貴 

うさぎのみみちゃんたなばたまつり 間所 ひさこ

くーすけのこいのぼり やすい すえこ

おひなさまがうまれたよ！ 冬野 いちこ 

うどんくんとおそばちゃん とよた かずひこ

あひるのおうさま 堀尾 青史

おいしいとびらをとんとんとん 土田 義晴

てんぐのかくれみの 常光 徹

おとうふさんとそらまめさん 松谷 みよ子

おまんじゅうのすきなとのさま 日下部 由美子

郷土資料



一般書
Googleドライブ＆OneDrive＆Dropbox基

本＆便利技
リンクアップ

図書館の原則 アメリカ図書館協会知的自由部纂

読書会の教室 竹田 信弥

この本読んで！ 2022春

まちライブラリーのたまてばこ 砂生 絵里奈著

これだけは読んでおきたいすてきな絵本 木村 美幸

名著の話 伊集院 光

＜自分＞を知りたい君たちへ 養老 孟司

30分でわかる！フロイト、ユング、アド

ラーの心理学
山田 泰壮

いつか死ぬ、それまで生きる　わたしのお経 伊藤 比呂美

あなたの心に青空を 瀬戸内 寂聴

知るほど不思議な平安時代 上・下 繁田 信一

沖縄1935 週刊朝日編集部

これならわかる沖縄の歴史Ｑ＆Ａ 楳澤 和夫

図説武田信玄 平山 優

難民に希望の光を　真の国際人緒方貞子の生き

方
中村 恵

地球の歩き方ムー

るるぶ兵庫 ’23

るるぶ淡路島 ’23

るるぶ香川高松琴平小豆島直島 ’23

るるぶ長野善光寺

るるぶ安曇野松本白馬’２３

アメリカンビレッジの夜 アケミ・ジョンソン

この国の危機管理失敗の本質 柳田 邦男

14歳から考えたいアメリカの奴隷制度 
ヘザー・アンドレア・ウィリアム

ズ

あなたのルーツを教えて下さい 安田 菜津紀‖文・写真

厚労省 鈴木 穣

やさしくわかる！公務員のためのSNS活用の教科書 佐久間 智之

自分で始めた人たち 宇野 重規

図解NPO法人の設立と運営のしかた 宮入 賢一郎

＜必要＞から始める仕事おこし 日本労働者協同組合連合会

ビジネスプロフェッショナルの教科書 斎藤 広達

総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本 宮武 貴美

職場いじめから抜け出す３つの視点 高品 孝之

お仕事六法 横山 佳枝

五色のメビウス 信濃毎日新聞社

16歳の仕事塾 堀部 伸二

がんばりすぎないお仕事復帰ＢＯＯＫ 藤井 佐和子

30代から地元で暮らす幸せのＵターン転職 江口 勝彦

これからの時代を生きるあなたへ 上野 千鶴子

3類　社会科学

2類　歴史・地理・旅行

1類　哲学

親になったの私だけ！？ ゆむい‖漫画

ひとり老後楽生き事典 辻川 覚志

ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方 多賀 太

子ども・若者ケアラーの声からはじまる 斎藤 真緒

図解でわかる14歳からの自然災害と防災 社会応援ネットワーク

ぼくはロヒンギャ難民。 小峯 茂嗣

まどさんの詩で時間割 いわなべ たいじ

子どもが心配 養老 孟司

鼎談なぜ子どもたちは生きづらいのか 天童 荒太

女教師たちの世界一周 堀内 真由美

GIGAスクール構想＜取り組み事例＞ガイ

ドブック
中川 一史　著・監修

スケッチブックで楽しむわくわくシアター 浦中 こういち

実務家教員という生き方 実務家教員ＣＯＥプロジェクト

子育ては声かけが９割 佐藤 亮子

知っておきたい！韓国ごはんの常識 ルナ・キョン

昆虫食スタディーズ 水野 壮

大正ガールズコレクション 石川 桂子

数学書の読みかた 竹山 美宏

学びなおし中学・高校の地学 

ラジオ深夜便うたう生物学 本川 達雄

花と草の物語手帳 稲垣 栄洋

先生、モモンガがお尻でフクロウを脅していま

す？
小林 朋道

からだの検査数値 

子宮にいいこと大全 ママ女医ちえこ

女はいつも、どっかが痛い やまざき あつこ

八訂食品成分表 2022本表編・資料編 香川 明夫

マスクをするなら「声筋」を鍛えなさい 渡邊 雄介

秘闘 岡田 晴恵

敏感な人のための自律神経まるわかりＢ

ＯＯＫ
原田 賢

はたらく女性のためのボディワーク 原田 奈名子

70歳からは超シンプル調理で「栄養がと

れる」食事に変える！
塩野崎 淳子

図解よもぎ健康法 大城 築

家づくりのすごい新常識 佐久間 徹

はやぶさと日本人 永山 悦子

原発事故最悪のシナリオ 石原 大史

鍛冶屋　炎の仕事人 田中 康弘

ウイスキー＆シングルモルト教室 栗林 幸吉

家族が笑顔になる北欧流の暮らし方 桑原 さやか

60歳からのほどよい暮らし 石黒 智子

4類　自然科学

5類　技術

穂高に生きる 今田 重太郎

後宮の検屍女官 2 小野 はるか

文庫本

小説（日本文学）
本好きの下剋上 短編集２ 香月 美夜

花屋さんが言うことには 山本 幸久

空にピース 藤岡 陽子

ヒノマル 古市 憲寿

シェア 真梨 幸子

繭の季節が始まる 福田 和代

タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地 はるな

砂嵐に星屑 一穂 ミチ

シャルロットのアルバイト 近藤 史恵

漆花ひとつ 澤田 瞳子

燕は戻ってこない 桐野 夏生

春のこわいもの 川上 未映子

オオルリ流星群 伊与原 新

奏鳴曲 海堂 尊

パラレル・フィクショナル 西澤 保彦

包帯クラブ 天童 荒太

風の港 村山 早紀

人面島 中山 七里

幸村を討て 今村 翔吾

古本食堂 原田 ひ香

図書室のはこぶね 名取 佐和子

弊社は買収されました！ 額賀 澪

夏の体温 瀬尾 まいこ

母子草の記憶 小杉 健治

博士の長靴 瀧羽 麻子

まんが
海が走るエンドロール 　１・2 たらちねジョン

薬屋のひとりごと 13 日向 夏‖原作

バトルスタディーズ 30 なきぼくろ

風の大地 82 坂田 信弘



70からはメリハリ元気で自然な暮らし 沖 幸子

家事のニホヘト 伊藤 まさこ

ハギレのレシピ 

91歳。一歩一歩、また一歩。必ず頂上に

辿り着く
道場 六三郎

ロジカル電子レンジ調理 前田 量子

藤井恵の「からだが整う」おかゆ 藤井 恵

気ぬけごはん ［１］ 高山 なおみ

日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ 安井ファーム

絵本の世界の可愛いクッキー 上岡 麻美

土井善晴

料理がおいしくなる美しい盛りつけのア

イディア
まちやま ちほ

こころとからだにやさしい天然生活の料

理入門

いけいけどんどん！ワーママ奮闘記 あい

100円ショップで楽しむ多肉植物 榛原 昭矢

農家が教える竹やぶ減らし 農山漁村文化協会

きくらげの逆襲 日本のきくらげ普及推進協議会

小さなカフェのはじめ方 Business Train

ネットショップ、開店します。 藤川 麻夕子　共著

ユウリさんの電車とバスででかけよう 読書工房著

風景との対話 東山 魁夷

しろくまはおにいちゃん うつみ のりこ

もっと知りたいアイヌの美術 山崎 幸治

ディズニー折り紙５０ いしばし なおこ

日本刀が見た日本史 「刀剣ファン」編集部

和音の正体 舟橋 三十子

父子で考えた「自分の道」の見つけ方 野口 絵子

忍者学研究 山田 雄司

アフリカン・アメリカン児童文学を読む 鈴木 宏枝

ふたつの波紋 伊藤 比呂美

犬棒日記 続 乃南 アサ

人生の旅をゆく 4 吉本 ばなな

海をあげる 上間 陽子

ないものねだるな 阿川 佐和子

6Ｂの鉛筆で書く 五味 太郎

連れ連れに文学を語る 古井 由吉　ほか著

背進の思想 五木 寛之

月曜日は水玉の犬 恩田 陸

これは、アレだな 高橋 源一郎

うまれることば、しぬことば 酒井 順子

センス・オブ・何だあ？ 三宮 麻由子

6類　産業

7類　芸術

9類　文学（随筆など）

カムカムマリコ 林 真理子

寂聴さん最後の手紙 瀬戸内 寂聴

はなちゃんのみそ汁 青春篇 安武 信吾

ラスト・ワルツ 井波 律子

ペイント イ ヒヨン

シャーロック・ホームズの建築 北原 尚彦

ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ

本屋大賞2022が決定！

１ 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬（早川書房）

２ 赤と青のエスキース 青山美智子（PHP研究所）

独ソ戦が激化する１９４２年、母をドイツ軍に惨殺され、赤
軍の女性兵士に救われた少女セラフィマは、復讐のため、訓
練学校で一流の狙撃兵になることを決意する。訓練を重ねた
彼女は、やがてスターリングラードの前線へ…。
デビュー作にして大賞を受賞！今注目の一冊です。

３ スモールワールズ 一穂ミチ（講談社）

カウンター、「すわズ
ラ～」にてご予約いた

だけます♪

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。

【申請フォーム】

https://logoform.jp/form/usSk/33080

【すわズラー】

http://www.libnet-suwa.gr.jp/


