
新着図書
原村図書館

警察のウラガワ 倉科孝靖

法は君のためにある 小貫篤

おやこで話す子どもの貧困 阿部彩

自然を再生させたイエローストーンの
オオカミたち

キャサリン・バー

未来の医療で働くあなたへ 奥真也

免疫のひみつ 山口育孝‖まんが

生理のはなし 高橋怜奈

「心」のお仕事 河出書房新社

病院のウラガワ 佐藤昭裕

SDGs時代の食べ方 井出留美

雌牛のブーコラ 東京子ども図書館纂

レッツキャンプ いとうみく

りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんのゆうこ

ポーチとノート こまつあやこ

セカイを科学せよ！ 安田夏菜

あっしはもしもし湾にすむカメ次郎ともうします 岩佐めぐみ

富士山のむこう側 岩崎京子

風の神送れよ 熊谷千世子

小説ブルーピリオド 1 山口つばさ‖原作

きずなの兄弟と鎌倉殿 時海結以

文豪中学生日記 小手鞠るい

魔女みならいのキク 草野あきこ

お天気屋と封印屋 廣嶋玲子

小説劇場版七つの大罪光に呪われし者たち 

スタンプに来た手紙 エミリー・ロッダ

セーラと宝の地図 エミリー・ロッダ

マージともう一ぴきのマージ エミリー・ロッダ

レトロと謎のボロ車 エミリー・ロッダ

クイックと魔法のスティック エミリー・ロッダ

チャイブとしあわせのおかし エミリー・ロッダ

フィーフィーのすてきな夏休み エミリー・ロッダ

レインボーとふしぎな絵 エミリー・ロッダ

タフィー サラ・クロッサン

アリスとふたりのおかしな冒険 ナターシャ・ファラント

バトルスタディーズ 29 なきぼくろ

名探偵コナン　ゼロの日常（ティータイム） 5新井隆広

名探偵コナン VOLUME100 青山剛昌

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう 8 山本巧次

後宮の検屍女官 1 小野はるか

迷探偵の条件 1 日向夏

児童書 まんが

文庫本

郷土資料
諏訪地域の発展に尽くした人　坂本養川 

原村の統計 令和２年度版 原村役場総務課企画振興係

新書
地球を突き動かす超巨大火山 佐野貴司
海に沈んだ大陸の謎 佐野貴司

うんち学入門 増田隆一

てんてことへんてこ ひろこ脚本

八ヶ岳　自然編 河西皆子

いつもとちがうかえりみち 長野県立大学　制作

どーも あだちのりふみ

おちばのほん いわさゆうこ

チャレンジミッケ！ 11 ウォルター・ウィック

黄色い星 カーメン・アグラ・ディーディ

クリコ シゲタサヤカ

フランソンのさむい冬の日 セシリア・ヘイッキラ

うさぎちゃんスキーへいく せなけいこ

すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー

ぐりとぐらのあいうえお なかがわりえこ

しっぽや ななもりさちこ

おおきなトラとシカのはんぶんくん バーニス・フランケル

くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい ふくざわゆみこ

サンタクロースの冬やすみ マウリ・クンナス

ばいばい まついのりこ

夜をあるく マリー・ドルレアン

らいおんレストラン やまぐちりりこ

あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ

うちのくるまはバン！！ 鎌田歩

シグナルとシグナレス 宮沢賢治

ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤ノリコ

たいそうするよ 高畠純・装丁

パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田ケイコ

ピッキのクリスマス 小西英子

きつねのぱんとねこのぱん 小沢正

あの子 小池昌代

ほしじいたけほしばあたけ 石川基子

ぶうとぴょんのまほうのつえ 多田ヒロシ

ちちんぷいぷい 谷川俊太郎

おしっこ、うんこはどこにいく？ 中川ひろたか

わたしのマントはぼうしつき 東直子

だいかぞく 南知里

のりものクッキー 彦坂有紀

しびと 柳田国男‖原作

絵本・紙芝居



一般書
PowerPoint最強時短仕事術 井上香緒里
60歳からのスマホ品格レッスン 増田由紀
正しく怖がるフィッシング詐欺 大角祐介
司書になった本の虫 早坂信子
やってみよう資料保存 日本図書館協会資料保存委員会
子ども司書のすすめ アンドリュー・デュアー
100万回死んだねこ 福井県立図書館著
公共図書館を育てる 永田治樹
父母＆保育園の先生おすすめのシリー
ズ絵本200冊

絵本ナビ

図書館司書30人が選んだ猫の本棚 高野一枝著

ここに物語が 梨木香歩

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる著
作権の法律問題とトラブル解決法

森公任

ギネス世界記録 2022 クレイグ・グレンディ

立花隆の最終講義 立花隆

60代の論語 齋藤孝

朱子学のおもてなし 垣内景子

異星人と縄文人と阿久遺跡 山寺雄二

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典
2022〜2023年度

たまごクラブ

ヤマザキマリの人生談義 ヤマザキマリ

森の日ぐらし 谷口純子

私の親鸞 五木寛之

流れが見えてくる世界史図鑑 かみゆ歴史編集部著

流れが見えてくる日本史図鑑 かみゆ歴史編集部著

古代史の「舞台」を歩く 関裕二

一冊でわかる江戸時代 大石学

皇室 92号（令和3年秋）

漫画伊藤千代子の青春 ワタナベコウ

光吉夏弥 澤田精一

地球の歩き方 Ａ２１ 地球の歩き方編集室集

るるぶ福島会津磐梯 ’２２

るるぶ山陽山陰ベスト ’２２

るるぶ四国 ’２２

るるぶ清里蓼科 ’２２

るるぶ信州 ’２２

るるぶ仙台松島宮城 ’２２

せやろがい！ではおさまらない せやろがいおじさん

無理ゲー社会 橘玲

コロナ後の世界 内田樹

弁護士になるには 飯島一孝

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村哲

サラリーマンは寝ながらお金を増やしなさい 加藤鷹幸

会計検査事例100選 令和３年版 公会計研究協会

絶対後悔しない！豪雨・地震に強い住
まい選び

小口悦央

給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋創

母のトリセツ 黒川伊保子

０類　総記

1類　哲学

2類　歴史・地理・旅行

3類　社会科学

ネットいじめの現在（いま） 原清治著

子どもの「じんけん」まるわかり 汐見稔幸

山中教授、同級生の小児脳科学者と子
育てを語る

山中伸弥

比べない子育て 田宮由美

星空教室 藤井旭

京大おどろきのウイルス学講義 宮沢孝幸

歌うキノコ 盛口満

貧血の人の基本の食事 鈴木謙
ボクもたまにはがんになる 三谷幸喜
図解最新医学で治すアトピー 大塚篤司
いちばん親切な更年期の教科書 高尾美穂
フワフワするめまいは食事でよくなる 坂田英明
眼科119番 中村友昭著
60代からの鎌田式ズボラ筋トレ 鎌田實
日本の森のアロマ 稲本正

くすりの科学知識 

私たちはいつまで危険な場所に住み続
けるのか

木村駿

日本の城語辞典 萩原さちこ

すごい平屋 

おうちでできちゃう！カスタマイズお直し 高畠海

minimofuu　toyの子どもがよろこぶ
フェルトのごっこあそびとおままごと

minimofuu　toy

野の花の小さなてまりとアクセサリー 寺島綾子

絵本のようなお菓子 milky　pop．

ぷっくりクッキーとかわいい焼き菓子たち mocha　mocha

塩の料理帖 角田真秀
はじめてのおうちカフェ入門 岩崎泰三
Disneyおうちでごはん 講談社
かんたん、おいしい米粉のクッキー 高橋ヒロ
簡単・生地から作る本格点心 市川友茂
お味噌知る。 土井善晴

藤井恵の毎日大豆 藤井恵

タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 市川啓一郎

はじめての犬ごはんの教科書 俵森朋子

「Ａ４」１枚チラシで今すぐ売上をあ
げるすごい方法

岡本達彦

カラー筆ペンで楽しむはじめての絵手紙 朝日新聞出版著

超絶リアルな色鉛筆画のテクニック ここまる

工藤ノリコBOOK 工藤ノリコ

逃げ上手の若君 3 松井優征

賞状の書き方 清水克信

韓ドラ語辞典 高山和佳

古の武術から学ぶ老境との向き合い方 甲野善紀

世にも美しい三字熟語 西角けい子

4類　自然

5類　技術

6類　産業

7類　芸術

8類　言語

翻訳エクササイズ 金原瑞人

国際子ども図書館児童文学連続講座講
義録 令和２年度

国立国会図書館国際子ども図書館集

ご機嫌剛爺 逢坂剛

ステキな奥さんぬははっ 4 伊藤理佐

遠慮深いうたた寝 小川洋子
月夜の森の梟 小池真理子
九十歳 曽野綾子
ミルクとコロナ 白岩玄
少女たちの戦争 中央公論新社
ハムレット！ハムレット！！ 谷川俊太郎

サマーゴースト loundraw‖原案

真っ白な闇 もののおまち

信州・塩尻峠殺人事件 梓林太郎

ミチクサ先生　上・下 上 伊集院静

夜叉の都 伊東潤

魔導具師ダリヤはうつむかない　1～4 甘岸久弥

邯鄲の島遙かなり 下 貫井徳郎

おはようおかえり 近藤史恵

ビタートラップ 月村了衛

熔果 黒川博行

塞王の楯 今村翔吾

毒警官 佐野晶

失われた岬 篠田節子

ミニシアターの六人 小野寺史宜

矢印 松尾スズキ

虚魚（そらざかな） 新名智

レインメーカー 真山仁

ものがたりの賊（やから） 真藤順丈

真・慶安太平記 真保裕一

かぐや姫、物語を書きかえろ！ 雀野日名子

赤と青とエスキース 青山美智子

底惚れ 青山文平

むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳碧人

宿命（リベンジ） 石原慎太郎

神曲 川村元気

笑うマトリョーシカ 早見和真

ほんのこども 町屋良平

ルーティーンズ 長嶋有

現代生活独習ノート 津村記久子

闇祓 辻村深月

四月の岸辺 湯浅真尋

死にふさわしい罪 藤本ひとみ

小説（日本文学）


