
新着図書
原村図書館

みんなで図書館活動この本､おすすめします! 2 『この本、おすすめします！』編集委員会著

朝日ｼﾞｭﾆｱ学習年鑑 2022

ようこそ､心理学部へ 同志社大学心理学部

世界を変えた146人の子ども ルーラ・ブリッジポート

小泉文夫 ひの まどか

福沢諭吉 芝田 勝茂

年金のひみつ マンガデザイナーズラボ

嫌いな教科を好きになる方法､教えてください! 河出書房新社

なぜ地球は人間が住める星になったのか? 山賀 進

赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ

天の蚕が夢をつむぐ 谷本 雄治

リサイクルでかんたん！エコ手芸 寺西 恵里子

秋さけのひみつ マリサ

ほたてのひみつ 小室 栄子

こんぶのひみつ 水木 繁

作ってたのしい!かざってかわいい!季節の

おりがみ 秋巻
たつくりのおりがみ

バルトーク ひの まどか

歌あそび 伝承遊びを伝える会

なわとび 伝承遊びを伝える会

物語のあるところ 吉田 篤弘

森鷗外 海堂 尊

新美南吉 谷 悦子‖文

あっちもこっちもこの世はもれなく いとう みく

都会のﾄﾑ&ｿｰﾔ 19 はやみね かおる

トントンとリッキのかいぞくせん やえがし なおこ

香君 上 上橋 菜穂子

香君 下 上橋 菜穂子

学校のおばけずかん ﾊｲ! 斉藤 洋

まちのおばけずかん 斉藤 洋

落語少年ｻﾀﾞｷﾁ よん 田中 啓文

クロケのジャムとももふか草 島村 木綿子

むかしむかし 1 内田 麟太郎

むかしむかし 2 内田 麟太郎

びっくり図書館 如月 かずさ

病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子

ぶぅさんのﾌﾞｰ 100％Orange

ちゅっちゅっ ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ

らっこちゃん MAYA　MAXX

あめかな! Ｕ．Ｇ．サトー

バーバパパのがっこう アネット・チゾン

いっすんぼうし いしい ももこ

どのはないちばんすきなはな? いしげ まりこ

きつねとぶどう イソップ

つきのぼうや イブ・スパング・オルセン

パンダのんびりたいそう いりやま さとし

クリスマスのうさぎさん ウィル

わたしはいいこ？ えがしら みちこ

ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ

クリスマスのうさぎさん ウィル

わたしはいいこ？ えがしら みちこ

ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ

かちかちやま おざわ としお

カッコーはくしのだいぼうけん かこ さとし

ぶｰぶｰぶｰ こかぜ さち

まるくておいしいよ こにし えいこ

バルンくん こもり まこと

アフガニスタンのひみつの学校 ジャネット・ウィンター

きんいろのしか ジャラール・アーメド

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム

ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム

赤毛のアン L．M．モンゴメリ

サムデイ デイヴィッド・レヴィサン

ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング

絵のない絵本 ハンス・クリスチャン・アンデルセン

13枚のピンぼけ写真 キアラ・カルミナーティ

進化の謎をとく発生学 田村 宏治

漢字ハカセ､研究者になる 笹原 宏之

ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム

7ひきのこうさぎ ジョン・ベッカー

ありのあちち つちはし としこ

かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー

こんにちはどうぶつたち とだ きょうこ

3びきのくま トルストイ

ヤングさんのオーケストラ なかえ よしを

はねはねはねちゃん なかがわ りえこ

だれかな?だれかな? なかや みわ

10ぴきのおばけとすすおばけ にしかわ おさむ

かささしてあげるね はせがわ せつこ

ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター・絵

赤りすナトキンのおはなし ビアトリクス・ポター・絵

グロスターの仕たて屋 ビアトリクス・ポター・絵

ニッキーとヴィエラ ピーター・シス

おさんぽおさんぽ ひろの たかこ

ライラックどおりのおひるごはん フェリシタ・サラ

ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ マーガレット・ワイズ・ブラウン

もうおきるかな? まつの まさこ

はりねずみかあさん まつや さやか

おっぱい みやにし たつや

のりたいな みやまつ ともみ

かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ シンスケ

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン

あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ

ママ、ママ、おなかがいたいよ レミイ・シャーリップ

がちょうのﾍﾟﾁｭｰﾆｱ ロジャー・デュボワザン

はしるのだいすき わかやま しずこ

神社のえほん 羽尻 利門

ぽんちんぱん 柿木原 政広

いるいる!みずべのいきもの 鎌田 歩

びゅんびゅんごまがまわったら 宮川 ひろ

きたきたうずまき 元永 定正

くりんくりんごｰごｰ 佐々木 マキ

ぶｰぶｰじどうしゃ 山本 忠敬

よ･だ･れ 小風 さち

児童書

絵本



毎日がもっと輝くみんなの手帳術 日本能率協会マネジメントセンター

例題30+演習問題70でしっかり学ぶExcel

VBA標準テキスト
近田 順一朗

図解まるわかりAIのしくみ 三津村 直貴

非認知能力をはぐくむ絵本ｶﾞｲﾄﾞ180 寺島 知春

時間はなぜあるのか? 平田 聡

孤独を抱きしめて 下重 暁子

80歳の壁 和田 秀樹

20歳の自分に伝えたい知的生活のすゝめ 齋藤 孝

すごい神話 沖田 瑞穂

図解身近にあふれる｢神社と神様｣が3時間

でわかる本
後藤 泰弘

古代の都市 パトリシア・ダニエルズ

縄文人も恋をする!? 山田 康弘

縄文人は海を越えたか? 水ノ江 和同

ｵﾚたちの鎌倉殿 西股 総生

くそじじいとくそばばあの日本史 大塚 ひかり

東国と信越 吉村 武彦

四角六面 エルノー・ルービック

図説上杉謙信 今福 匡

ほんとうに気持ちいいｷｬﾝﾌﾟ場100 2022 2023年 BE－PAL編集部

世界遺産｢高野山｣1200年の祈りの旅 エディッツ

日本で最も美しい村をつくる人たち
季刊日本で最も美しい村制作チー

ム

るるぶレゴランド・ジャパン・リゾート

るるぶハウステンボス ［2021］

八ｹ岳ﾃﾞｲｽﾞ vol.22(2022SPRING)

るるぶこどもとあそぼ!関西 [2022-2]

山のエキスパートたちが選んだ日本アルプス名

100ルート

るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式

ガイドブック 2021

裸の大地 第1部 角幡 唯介

風のことは風に問え 辛坊 治郎

教えて！タリバンのこと 内藤 正典

親ｶﾞﾁｬという病 池田 清彦

頭のよさとは何か 和田 秀樹

ぶっちゃけ､誰が国を動かしているのか教えてください 西田 亮介

プリズン・サークル 坂上 香

SDGsの教科書 
フジテレビCSR・SDGs推進プロ

ジェクト

Project Management進化論 後藤 智博

DXの第一人者が教えるDX超入門 石澤 直孝

ｺﾝﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ経営 桃谷 英樹

3類　社会科学

2類　歴史・地理・旅行

０類　総記

1類　哲学

彼女が知らない隣人たち あさの あつこ

泣き虫先生 ねじめ 正一

生皮 井上 荒野

さよならに反する現象 乙一

生者のポエトリー 岩井 圭也

公孫龍 巻2 宮城谷 昌光

脱北航路 月村 了衛

コンクールシェフ！ 五十嵐 貴久

爆弾 呉 勝浩

本好きの下剋上 第5部[8] 香月 美夜

逆転のアリバイ 香納 諒一

渚の螢火 坂上 泉

ショートケーキ。 坂木 司

君たちはしかし再び来い 山下 澄人

引力の欠落 上田 岳弘

夏が破れる 新庄 耕

剣持麗子のﾜﾝﾅｲﾄ推理 新川 帆立

スタッフロール 深緑 野分

心心 石田 衣良

おしゃべりな部屋 川村 元気

月の王 馳 星周

二重らせんのｽｲｯﾁ 辻堂 ゆめ

白銀騎士団 田中 芳樹

スクイッド荘の殺人 東川 篤哉

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾

菜の花の道 藤原 緋沙子

小さき王たち 第1部 堂場 瞬一

アルツ村 南 杏子

早雲の軍配者 富樫 倫太郎

にごりの月に誘われ 本城 雅人

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子

ついでにジェントルメン 柚木 麻子

バトルスタディーズ 31 なきぼくろ

税金で買った本 1

えんどうまめばあさんとそらまめじいさ

んのいそがしい毎日
松岡 享子

よくきたね 松野 正子

ぱんだいすき 征矢 清

ひよこさん 征矢 清

いちじくにんじん 大阪YWCA千里子ども図書室

ﾜﾆはどうしてﾜﾆっていうの? 大塚 健太

こりゃまてまて 中脇 初枝

ぼくがおこるとおこること 塚本 やすし

アリのかぞく 島田 拓

スサノオとオオナムチ 飯野 和好

ゆきちゃんは､ぼくのともだち! 武田 美穂

こちょこちょ 福知 伸夫

とってください 福知 伸夫

おつきさまこんばんは 林 明子

はるのにわで 澤口 たまみ

長野県近代出版文化の成立 上条 宏之

復刻 幽谷雑誌 

八ｹ岳西麓の縄文文化 鵜飼 幸雄

諏訪地方の語り伝承 第三集 茅野市八ヶ岳総合博物館 編

長野県統計書 第124回(令和元年) 長野県企画振興部総合政策課統計室集

長野県岡谷南高等学校 創立80周年記念誌 岡谷南高校創立８０周年記念誌部会

諏訪実業高校百周年記念誌 長野県諏訪実業高校記念誌編集委員会

諏訪湖を愛したオオワシ「グル」の記録 林　正敏　編著

シンビズム 4 伊藤　羊子 編

長野県文化財要覧 その31 長野県教育委員会 編

山脈 黒田　良夫　編

心の旅路 柳澤 房芳

寉仙詩稿 津金 寉仙

穂高に生きる 今田 重太郎

後宮の検屍女官 2 小野 はるか

Re:ｾﾞﾛから始める異世界生活 29 長月 達平

絵本 （続き）

郷土資料

まんが

小説（日本文学） 一般書

文庫本



うまいビールが飲みたい！ くっくショーヘイ

経営･人生を成功へと導く“変態"の20則 嶋田 淑之

リセット！仕事服 松 はじめ

教養としてのデニム 藤原 裕

超図解お金再入門 伊藤 亮太

長生き地獄にならないための老後のお金大全 森永 卓郎

デッドスペースDIY 石井 麻紀子

しましまとみずたまでつくる小物 石川 ゆみ

部位別全身ｽｷﾝｹｱ大全 尾崎 由美

ジェルネイルをはじめたいと思ったら読む本 

ウー・ウェンの炒めもの ウー ウェン

クラフトビールのためのペアリングレシピ ビール女子編集部

ぬか床づくり 下田 敏子

料理家の母から教わった定番料理のおいしいｺﾂ 加藤 巴里

元気が出る野菜炒め 牛尾 理恵

浅草・フルーツパーラーゴトーのフルー

ツをもっとおいしく楽しむ本
後藤 浩一

仕込み5分の漬けとく献立 市瀬 悦子

キャンプで淹れるおいしい珈琲 小林 キユウ

挽き肉料理 堤 人美

THEフルーツストック 藤野 貴子

しない掃除 みな

12か月が楽しい!子どもの季節あそび HoiClue著

カラー図鑑果物の秘密 ジル・デイヴィーズ

子どもと楽しむ雑草ﾌﾞｰｹ&室内飾り へんみ ゆかり

花を育ててみたいのですが｡ 花福こざる

はじめよう!観葉生活 

はじめての自然養蜂 岩波 金太郎

まっすぐだけが生き方じゃない リズ・マーヴィン

水草QA100 轟 元気

戦争は女の顔をしていない 1～2 小梅 けいと 画

逃げ上手の若君 5 松井 優征

堀内誠一 絵の世界 堀内 誠一

小澤征爾､兄弟と語る 小澤 俊夫

モーツァルト : その人間と作品 

大人のソロキャンプ入門 ヒロシ

CAR CAMPING 

チェスを初めてやる人の本 小島 慎也

やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹

30分ファシリテーション 前田 鎌利

漢字の語源図鑑 平山 三男

大人の語彙力｢時事教養｣大全 齋藤 孝

｢中学英語｣を学び直すイラスト教科書 晴山 陽一

吉本隆明 河出書房新社編集部

6類　産業

7類　芸術

8類　言語　／　9類　文学（随筆など）

4月の予約ベスト

世界一楽しい!会社四季報の読み方 藤川 里絵

“投資信託･ﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･債券･株"損をする

本当の理由と賢い選び方
友田 行洋

会計検査のあらまし 令和3年

「コミュ障」のための社会学 岩本 茂樹

2度目の会話が続きません 野口 敏

学校では教えてくれなかった社会で生き

ていくために知っておきたい知識
泉 美智子

すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新高

年齢者雇用安定法をめぐる法律問題
森島 大吾

母親になって後悔してる オルナ・ドーナト

福島 人なき｢復興｣の10年 豊田 直巳

先生､どうか皆の前でほめないで下さい 金間 大介

かわはら先生の教師入門 川原 茂雄

校則に言いたい! 日本共産党＠校則問題プロジェクトチーム

大学図鑑! 2023 オバタ カズユキ

子どもがやる気になる!｢親のひとこと｣言い換え辞典 堀田 秀吾

年刊 日本の祭り 第6号

ことわざ･格言･箴言 アリス・オニール

ことわざなるほど100話 福井 栄一

科学のトリセツ 元村 有希子

食虫植物 福島 健児

あなたの知らない心臓の話 ビル・シャット

ﾊﾟﾝﾀﾞとわたし 黒柳徹子と仲間たち

木材セラピー 宮崎 良文著

すぐに忘れてしまう自分が怖くなったら読む本 浦上 克哉

マンガでわかる痔の治し方 平田 雅彦

多胎妊娠･一部救胎手術 根津 八紘著

眼精疲労がとれて､よく見える!目のすっき

りストレッチ
有田 玲子

不安と情報過多から生まれる新型コロナ｢

W疲労｣の対処法
久保 明

シニアのクイズ＆二・三・四・五字熟語

パズルで楽しく脳トレ
脳トレーニング研究会

認知症専門医が毎日食べている長寿サラ

ダ
白澤 卓二

働く人のためのメンタルヘルス術 尾林 誉史

トコトンやさしいユニバーサルデザインの本 宮入 賢一郎

土木技術者になるには 三上 美絵

建築ってなんだ? 中山 繁信

住まいnet信州 vol.38 住まいづくりデザインセンター信州

脱ペーパードライバー 森下 えみこ・イラスト

住まいnet信州 vol.38 住まいづくりデザインセンター信州

脱ペーパードライバー 森下 えみこ・イラスト

4類　自然科学

5類　技術

父 水上勉 窪島 誠一郎

川端康成と女たち 小谷野 敦

三浦綾子論 小田島 本有

ちいさな世界 せな けいこ

夏井いつき､俳句を旅する 夏井 いつき

短歌の時間 東 直子著

人は生きていく上で何が大切か 吉沢 久子

折れない言葉 五木 寛之

幸田文生きかた指南 幸田 文

遺す言葉 瀬戸内 寂聴

酔っ払いは二度お会計する 田中 開

ゆく川の流れは､動的平衡 福岡 伸一

ぼけますから､よろしくお願いします｡ 信友 直子

走る赤 武 甜静

最後の大君 スコット・フィッツジェラルド

ひとりの双子 ブリット・ベネット

アヴェンジャー 上・下 フレデリック・フォーサイス

外国文学

1位 同志少女よ、敵を撃て／逢坂冬馬

2位 もう別れてもいいですか／垣谷美雨

3位 香君／上橋菜穂子

4位 ショートケーキ。 ／坂木司


