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原村図書館

未来のきみを変える読書術 苫野 一徳

なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの？ 石川 幹人

宮本常一と民俗学 森本 孝

「日本」ってどんな国？ 本田 由紀
ＳＤＧｓ入門 蟹江 憲史

植物たちのフシギすぎる進化 稲垣 栄洋

はじめての精神医学 村井 俊哉

火も包丁も使わない！はじめてのお料
理BOOK　楽チンしっかりおかず編

阪下 千恵

すてきなタータンチェック 奥田 実紀文

なんで英語、勉強すんの？ 鳥飼 玖美子

道化者 トーマス・マン

おさるのゆめ いとう ひろし

かせいじんのおねがい いとう ひろし

きつねの橋　巻の1～２ 久保田 香里

きつねの橋 久保田 香里

ジャノメ 戸森 しるこ

＃マイネーム 黒川 裕子

神在月のこども 四戸 俊成原作

チイの花たば 森 絵都

資料室の日曜日 村上 しいこ

体育がある 村中 李衣

そらとうみとぐうちゃんと 椎名 誠

めいたんていサムくんとなぞの地図 那須 正幹

天の台所 落合 由佳

アイヌ民族２７の昔話 北原 モコットゥナシ

クリスマス・ピッグ Ｊ．Ｋ．ローリング

赤い糸でむすばれた姉妹 キャロル・アントワネット・ピーコック

物語王さまとかじや ジェイコブ・ブランク

あくたれラルフおなかをこわす ジャック・ガントス

あくたれラルフ　コンテストにでる ジャック・ガントス

テツぼん　25～29 永松 潔

ヴィンランド・サガ　24～25 幸村 誠

風の大地　81 坂田 信弘

アルキメデスの大戦　25 三田 紀房

海帝　9 星野 之宣

薬屋のひとりごと　12 日向 夏原作

姫君を喰う話 宇能 鴻一郎

わらべうた 宮部 みゆき

木曜日にはココアを 青山 美智子

児童書 まんが

文庫本

郷土資料
諏訪教育　第141号 諏訪教育会　編

岩波其残『名旧真写』の世界 翁　悦治
小平雪人『其残翁伝』令和リニューアル版 小平　雪人

ゆすりか　130号 五味　里美　編集

新書
ヒトラー 芝 健介
知的文章術入門 黒木 登志夫

わにわにのおでかけ 小風 さち

１１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場 のぼる

１１ぴきのねこ 馬場 のぼる

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男

おじいちゃんのたびじたく ソ ヨン

かじだ、しゅつどう 山本 忠敬

なりすますむしたち 澤口 たまみ

なみだ 垂石 眞子

バッタ 槐 真史

たぬきのくらし 田中 豊美

すいぞくかんのおいしゃさん 大塚 美加

やさいのかたち 真木 文絵

たまごとにわとり 棚橋 亜左子

もやし 野坂 勇作

まちでくらすとりすずめ 三上 修

かもつせんのいちにち 谷川 夏樹

チョウのふゆごし 井上 大成

わたしとわたし 五味 太郎

こめだしだいこく 大黒 みほ再話

こやぎのチキとじいさんやぎのひみつ 清水 たま子

あずきのあんちゃんずんちゃんきんちゃんとみなが まい

はりねずみのぼうやのおはなし 小風 さち

たんぽぽのまほう 河本 祥子

しりとり 安野 光雅 え

まなつのかわ 菊池 日出夫

さるがいっぴき ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ

ノホディとかいぶつ 愛甲 恵子再話

ぴんくさんとかぼちゃ 島津 和子

ねこぶたニョッキのおつかい 古山 浩一

よるはおやすみ はっとり さちえ作

きみはたいせつ クリスチャン・ロビンソン作

まーるいまーるい せな けいこ作

としょかんはどこへ？ ジョシュ・ファンク

おべんとうバスのかくれんぼ 真珠 まりこ作

サブコウ 果世お話

いのちのやくそく 三浦 浩原作・文

ねえ、きいてみて！ ソニア・ソトマイヨール

おかあさんごめんなさい みやにし たつや作絵

絵本



一般書
今すぐ使えるかんたんPDF＆Acrobat完
全（コンプリート）ガイドブック困っ
た解決＆便利技

リンクアップ

見るだけIT用語図鑑278 草野 俊彦
Web技術がこれ１冊でしっかりわかる教
科書

鶴長 鎮一

Instagram基本＋活用ワザ 田口 和裕

東京の美しい図書館 立野井 一恵

子ども、本、祈り 斎藤 惇夫

東京の古本屋 橋本 倫史

絶滅危惧動作図鑑 藪本 晶子

ハイデガー『存在と時間』を解き明かす池田 喬

定年後からはじまる生きがいの創造 太田 哲二

ゴールデンパス 高橋 佳子

世界の海賊 ジェイミー・グッダール 

マンガでわかる考古遺跡発掘ワーク・マニュアル今井 しょうこ

「海の民」の日本神話 三浦 佑之

図説鎌倉北条氏 野口 実

北里柴三郎 上山 明博

道の駅で楽しむグルメ温泉エンタメガイド

八ケ岳デイズ　vol．21（2021AUTUMN）

日本学術会議の使命 池内 了

１３歳からの日米安保条約 松竹 伸幸

図解まるわかりＤＸのしくみ 西村 泰洋

知識ゼロからの空き家対策 杉谷 範子

考えたことある？性的同意 ピート・ワリス

Ｏｉｌ＜老いる＞　vol．1 まちづくり広場＜Ｏｉｌ＞編集委員会 

図解でわかる14歳からのLGBTQ＋ 社会応援ネットワーク

マンガでわかる思春期のわが子と話し
たい性のこと

直井 亜紀

しゃべらなくても楽しい！シニアの超
盛り上がるレク体操５０

斎藤 道雄

ヤングでは終わらないヤングケアラー 仲田 海人

PTAモヤモヤの正体 堀内 京子

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　2ブレイディみかこ

「私物化」される国公立大学 駒込 武

子どもと大人の「共育」論 森田 昭仁 

山に生きる 三宅 岳

もっと！「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内 えみ

解きたくなる数学 佐藤 雅彦

星空教室 藤井 旭

知って楽しいカモ学講座 嶋田 哲郎

夜のイチジクの木の上で 中林 雅

人生100年時代の脳科学 中村 克樹

図解最新医学でわかった突然死にならない方法高沢 謙二

認知症の始まりは歩幅でわかる 谷口 優

3類　社会科学

4類　自然科学

2類　歴史

０類　総記

1類　哲学

水俣天地への祈り 田口 ランディ

自分の腸を見てみたい 藤田 紘一郎

適応障害の真実 和田 秀樹

不妊治療成功のカギ！夫婦の妊コミ
BOOK

鈴木 早苗

老眼・緑内障・白内障の克服法100 相原 一

子育ての基本お口を育てよう！ 中村 武仁

知って得する！口から健康お役立ちBOOK日本訪問歯科協会監修

たんぱく質プロテイン医学部教授が教
える最高のとり方大全

上月 正博

和の色を楽しむ万年筆のインク事典 武田 健

お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書内藤 眞弓

バッグ作りの教科書 越膳 夕香

てぶくろ人形とわたし 長縄 泰子

生姜屋さんとつくったまいにち生姜レシピこてら みやレシピ

世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはんベスト102レシピ安部 司

材料５つでお店みたいなお菓子 吉川 文子

土を編む日々 寿木 けい

５５分で焼きたてパン 沼津 りえ

いまさら聞けない箸の持ち方レッスン 中原 麻衣子

信州くるみ日和 日本くるみ会議集

有元葉子　乾物 有元 葉子

おかあさんライフ。　毎日一緒におさんぽ編たかぎ なおこ

田舎暮らし毒本 樋口 明雄

国産アボカド栽培入門 東 愛理

ペットが死について知っていること ジェフリー・Ｍ．マッソン

写真図解でわかるチェーンソーの使い方石垣 正喜

儲かる会社はホームページが９割！ 芝田 弘美

マンガノミカタ こうの 史代

レジンでつくるボタニカルアクセサリー

段ボールで作る！動く、飛ぶ、遊ぶ工作Jonathan　Adolph

ミニチュアおりがみベーカリー 横田 洋子

コード進行で学ぶ弾ける！ピアノ伴奏　［2021］菊地 雅臣

ゴルゴCAMP さいとう たかを原作

百葉帖 雨宮 ゆか

百花帖 雨宮 ゆか

日本語文章チェック事典 石黒 圭

ノーベル文学賞のすべて 都甲 幸治

文豪と異才たち 久我 なつみ

感染症の時代と夏目漱石の文学 小森 陽一

虚空へ 谷川 俊太郎

歴史というもの 井上 靖

今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい

作家と酒 平凡社編集部

5類　技術

6類　産業

7類　芸術

8類　言語

9類　文学（随筆など）

詩人別でわかる漢詩の読み方・楽しみ
方

鷲野 正明監修

謎ときサリンジャー 竹内 康浩

舞風のごとく あさの あつこ

就活ザムライの大誤算 安藤 祐介

ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎

子供は怖い夢を見る 宇佐美 まこと

ルパンの絆 横関 大

あの春がゆき　この夏がきて 乙川 優三郎

邯鄲の島遙かなり　中 貫井 徳郎

オリンピックにふれる 吉田 修一

砂に埋もれる犬 桐野 夏生

山のふもとのブレイクタイム 高森 美由紀

ボーダーライト 今野 敏

尼将軍 三田 誠広

チグリジアの雨 小林 由香 

夜が明ける 西 加奈子

あかずの扉の鍵貸します 谷 瑞恵

星を掬う 町田 そのこ

白秋秘唱 鳥越 碧

トリカゴ 辻堂 ゆめ

７．５グラムの奇跡 砥上 裕將

居酒屋「一服亭」の四季 東川 篤哉

Ｎ 道尾 秀介

北緯４３度のコールドケース 伏尾 美紀

ディープフェイク 福田 和代

ミカエルの鼓動 柚月 裕子

灼熱 葉真中 顕

輝山 澤田 瞳子

小説（日本文学）

インターネットからの予約ができます。
カウンターで初回利用登録が必要です。

読書感想文の課題図書の貸出期間
は1週間です。

諏訪公共図書館ネットワーク

すわズラ～

おしらせ


