
新着図書
原村図書館

紫式部 令丈 ヒロ子

人見絹枝 藤丘 ようこ・漫画

「オードリー・タン」の誕生 石崎 洋司

池上彰と学ぶ「お金」と「社会」の学校　1～2 池上 彰

超ミクロの世界へ はば なおゆき

マンガで読む14歳のための現代物理学と般若心経 佐治 晴夫

宇宙の果てへ はば なおゆき

空を見上げてわかること 斉田 季実治

もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎

みんなが知りたい！「日本の山」のすべて 「日本の山のすべて」編集室

みんなが知りたい！プランクトンのふしぎ 「プランクトンのふしぎ」編集室

最驚！世界のサメ大図鑑 中野 富美子　構成・文

ゴリラのきずな 長尾 充徳

命を救う心を救う ふじもと みさと

10歳からの学校では教えてくれない健康とからだ 野口 緑

はっこう 小川 忠博　写真・文

はじめての子どもパン教室 吉永 麻衣子

手塚治虫 国松 俊英

お祭りが大好きパヤベくん 長倉 洋海

おえかきでしあげるどうぶつおりがみ たかはし なな

論理的思考力ナゾトレ　レベル1～3 北村 良子

難問すみっコぐらしまちがいさがし 主婦と生活社

たのしく学ぼう！！ことわざ大図鑑 青山 由紀

短歌部、ただいま部員募集中！ 小島 なお

昔話法廷　Season5 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班

りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの ゆうこ

ジャレットのミント♥コレクション あんびる やすこ・絵

かみさまのベビーシッター　2 廣嶋 玲子

とりかえっこちびぞう 工藤 直子

マスクと黒板 濱野 京子

十年屋　6 廣嶋 玲子

ぼくらのスクープ 赤羽 じゅんこ

プンスカジャム くどう れいん

てんこうせいはおはなしやさん 北川 チハル

×××HOLiC CLAMP・原作

戦争をやめた人たち 鈴木 まもる・絵

らんらんランドセル モリナガ ヨウ

ぼうやはどこ？ アン・ハンター

あるひくじらがやってきた ニック・ブランド

かえるのほんや やぎ たみこ・絵

こちらムシムシ新聞社 三輪 一雄・絵

なきむしせいとく たじま ゆきひこ

へびながすぎる ふくなが じゅんぺい

野ばらの村のふねのたび ジル・バークレム・絵

てるてるぼうずさん 西村 敏雄

すうがくでせかいをみるの ミゲル・タンコ

た 田島 征三

せかいのくにでいただきます！ 野村 たかあき・絵

すずばあちゃんのおくりもの 最上 一平

きょうりゅうバスでとしょかんへ リウ スーユエン

いのちの水 八百板 洋子・再話

あげる はらぺこめがね

すうがくでせかいをみるの ミゲル・タンコ

おすしやさんにいらっしゃい！ おかだ だいすけ

ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン・アーヴェリス　文

ひまりのすてき時間割 井嶋 敦子

きっと、大丈夫 いまた あきこ

鬼滅の刃　6 吾峠 呼世晴・原作

ないしょの五日間 岡田 淳

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　17 廣嶋 玲子

草のふえをならしたら 林原 玉枝

スペシャルＱトなぼくら 如月 かずさ

小梅の七つのお祝いに 愛川 美也

太陽の末裔　上・下 キム ウンスク・シナリオ

おもちゃ屋のねこ リンダ・ニューベリー

ヒックとドラゴン　1～12 ヒック・ホレンダス・ハドック三世

ヘレーじいさんのうた 肥田 美代子

111本の木 リナ・シン

うまれてそだつ ニコラ・デイビス

ジェニーのぼうし エズラ・ジャック・キーツ

へんしん 桃山 鈴子

おなおしやのミケばあちゃん 尾崎 玄一郎

あるあさ、ぼくは… マリー・ホール・エッツ

のぞいてごらんおとぎのせかい 青山 邦彦

ねこのこね 石津 ちひろ・詩

児童書

絵本
アルキメデスの大戦 三田 紀房

重版出来！　18 松田 奈緒子

税金で買った本　2 ずいの‖原作

名探偵コナン　VOLUME101 青山 剛昌

漫画

新書・文庫
親子で観察する身近な雑草図鑑 天野 誠

これからの住まい 川崎 直宏

森と木と建築の日本史 海野 聡

日本アニメ史 津堅 信之

人生百年の教養 亀山 郁夫

戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ

ミステリと言う勿れ　前・後編 田村 由美・原作

線は、僕を描く 砥上 裕將

乳頭温泉から消えた女 山本 巧次

青の呪い 神永 学

泣くな研修医 中山 祐次郎

Ｊミステリー　2022SPRING 光文社文庫編集部



パワポで描く！図とイラスト 澤崎 敏文

14歳からのプログラミング 千葉 滋

デジタル依存症の罠 香山 リカ

図書館概論 大串 夏身

どう使う？学校図書館と１人１台端末は

じめの一歩

全国学校図書館協議会『どう

使う？学校図書館と１人１台

端末はじめの一歩』編集委員

会著

図説本の歴史 樺山 紘一

中高生のための哲学入門 小川 仁志

時間の思想史 藤本 忠

猫に学ぶ ジョン・グレイ

寝るまえ５分のパスカル アントワーヌ・コンパニョン

カウンセリングの理論　上・下 諸富 祥彦

21世紀の道徳 ベンジャミン・クリッツァー

仏教とカウンセリングの理論と実践 友久 久雄

365日でわかる世界史 八幡 和郎

木の語る中世

一冊でわかる室町時代 大石 学

戦時下の日常と子どもたち 佐々木 賢

南北朝の動乱 かみゆ歴史編集部著

土偶を読む図鑑 竹倉 史人

関東・甲信越日本の古代遺跡案内 東京遺跡散策会

０類　総記

1類　哲学

2類　歴史・地理・旅行

任俠ショコラティエ 新堂 冬樹

沈みかけの船より、愛をこめて 乙一

化物園 恒川 光太郎

まっとうな人生 絲山 秋子

孤蝶の城 桜木 紫乃

名探偵は誰だ 芦辺 拓

戴天 千葉 ともこ

パパイヤ・ママイヤ 乗代 雄介

競争の番人 新川 帆立

くるまの娘 宇佐見 りん

情熱の砂を踏む女 下村 敦史

花散る里の病棟 帚木 蓬生

夢伝い 宇佐美 まこと

布武の果て 上田 秀人

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎

天下を買った女 伊東 潤

氷柱の声 くどう れいん

小説（日本文学）

一般書

一冊でわかるブラジル史 関 眞興

日本史人物＜あの時、何歳？＞事典 吉川弘文館編集部

日本の逸話 高瀬 こうちょう

皇室　94号（令和4年春）

ゆるぎなき自由 ジゼル・アリミ

命のビザ　評伝・杉原千畝 白石 仁章

るるぶ新潟佐渡　’23

るるぶ埼玉　’23

ロシア点描 小泉 悠

池上彰の世界の見方　東欧・旧ソ連の国々 池上 彰

命を落とした七つの羽根 タニヤ・タラガ

ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部

生きるために必要な「法律」のはなし 木村 真実

囚われし者たちの国 バズ・ドライシンガー

紛争地のポートレート 白川 優子

10代からのSDGs 原 佐知子

世界少子化考 毎日新聞取材班

「世間教」と日本人の深層意識 佐藤 直樹

東アジアの農村 細谷 昻

マンション管理員オロオロ日記 南野 苑生

仕事に行ってきます　12

外国人労働相談最前線 今野 晴貴

仕事に行ってきます　11

仕事に行ってきますプラス　1 季刊『コトノネ』編集部

老～い、どん！　2 樋口 恵子

ルポ性暴力 諸岡 宏樹

マイホーム山谷 末並 俊司

非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山 剛

「障害」ある人の「きょうだい」としての私藤木 和子

浪江町津島 森住 卓

ケアマネジャーはらはら日記 岸山 真理子

明るい笑いが学級をまとめる教室でマ

ジック先生が実演手品32
高橋 久樹

歯学部 橋口 佐紀子

子どもに伝わる魔法の「ほめ方」「叱り

方」
島谷 留美

ことばをひきだす親子あそび 寺田 奈々

古代の食を再現する 三舟 隆之

中国料理の世界史 岩間 一弘

現代日本人の一生 石井 研士

クラウゼヴィッツ マイケル・ハワード

実在とは何か アダム・ベッカー

スミレが、好き。 上野　紘機　著

タマムシハンドブック 福富 宏和

人類冬眠計画 砂川 玄志郎

3類　社会科学

4類　自然科学

１日３分認知症にならない歌う脳トレ 吉田 勝明

＜弥永式＞パニック発作が起こらなく

なってくる本
弥永 英晃

最新頭痛の治し方大全 丹羽 潔

誰がために医師はいる 松本 俊彦

女性の生き方を左右する子宮のきほん 善方 裕美

「目」のトリセツ 杉田 美由紀

眼鏡生活から卒業できる最新・白内障治

療
杉田 達

子どもの姿勢ピン！ポーズ 西村 猛

今日から減酒！ 倉持 穣

心と体がととのうフィトセラピー 岡野 真弥

気候変動の真実 スティーブン　Ｅ．クーニン

事業用車両の世界 「旅と鉄道」編集部

メーター検針員テゲテゲ日記 川島 徹

魅惑のクラフトコーラ クラフトコーラ愛好会

「私に本当に合う化粧品」の選び方事典 小西 さやか

今日のうどん 満留 邦子

石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原 洋子

47都道府県日本全国地元食図鑑 菅原 佳己

ハッピーベジタリアン　：　にく・さか

な・たまごを使わないレシピ集

心と体がぐんぐん育つ赤ちゃんのあそび

大全
小西 行郎

うたまるごはんのかんたんフリージング

離乳食・幼児食
うたまるごはん

植物との暮らし方超入門 ビリ

散歩で見かける樹木の見分け方図鑑 岩谷 美苗

アクアリウムのある生活 千田 義洋

メダカ飼育読本 戸松 具視

交通誘導員ヨレヨレ日記 柏 耕一

タクシードライバーぐるぐる日記 内田 正治

ディズニーキャストざわざわ日記 笠原 一郎

インド美術史 宮治 昭

ミュージアム・パワー 高階 秀爾

「文化」は生きる「力」だ！ 白鳥 正夫

はじめての実用おりがみ 小林 一夫

オペラのひみつ 岸 純信

K-POP　bibimbap 桑畑 優香

声優になるには 山本 健翔

プロが教える親子キャンプ読本 長谷部 雅一

白球の「物語」を巡る旅 増淵 敏之

5類　技術

6類　産業

7類　芸術



「させていただく」の使い方 椎名 美智

誰よりも、うまく書く ウィリアム・ジンサー

100年後も読み継がれる児童文学の書き方 村山 早紀

折口信夫「まれびと」の発見 上野 誠

西村京太郎の推理世界 オール讀物‖責任編集

哲学する漱石 長谷川 徹

谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎

長田弘詩集 長田 弘

中島みゆき詩集 中島 みゆき

大人への手順 伊集院 静

今日を楽しく生きる 瀬戸内 寂聴

漢文ノート 齋藤 希史

溺死した老猫 黄 春明

ラーマ物語　上・中・下 サティヤ　サイ　ババ

フィッツジェラルドと短編小説 藤谷 聖和

あの図書館の彼女たち
ジャネット・スケスリン・

チャールズ

ムントゥリャサ通りで ミルチャ・エリアーデ

ご自宅から、諏訪地域の公共図書館の蔵書が
検索・予約できます

諏訪地域公共図書館情報ネットワーク「すわズラ～」で、パソコンやスマートフォ
ン、携帯電話から岡谷市・諏訪市・下諏訪町・茅野市・富士見町公共図書館
の蔵書検索ができます。
24時間※予約することができます。

※メンテナンス時を除く

★☆ 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。
・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。
・2022年2月までの試行運用です。

【申請フォーム】

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

【すわズラー】

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


