
新着図書
原村図書館

13歳からの著作権 久保田 裕

博物館のバックヤードを探検しよう！ DK社

12歳から始めるあがらない技術 鳥谷 朝代

やらかした時にどうするか 畑村 洋太郎

私たちはどう学んでいるのか 鈴木 宏昭

行ってみたいなあんな国こんな国　1～7 東 菜奈

お金のひみつ RICCA／まんが

災害伝承の大研究 佐藤 翔輔

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田 照幸

おさほうえほん 高濱 正伸

水木しげるの妖怪１０１ばなし 水木 しげる

きみもできるか！？天才科学者からの挑戦状 マイク・バーフィールド

ブラックホールってなんだろう？ 嶺重 慎

寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ ヴィッキー・ウッドゲート

ごみ清掃のお仕事 押田 五郎

気候変動 アンドレア・ミノリオ

海のプラスチックごみ調べ大事典 保坂 直紀

ボイラーのひみつ おぎの ひとし／まんが

小学生のための世界の美術館・博物館 「世界の美術館・博物館」 集室

キッズペディア世界遺産 

小学生のためのはじめての「クラシック音楽」 「子どもとクラシック音楽」研究会

ちいさな宇宙の扉のまえで いとう みく

はりねずみのノート屋さん ななもり さちこ

はれ晴れ池をさがして 宇佐美 牧子

ソロ沼のものがたり 舘野 鴻

恋愛問題は止まらない 吉野 万理子

イカにんじゅつ道場 香桃 もこ

紅の魔女 小森 香折

生まれかわりのポオ 森 絵都

新月の子どもたち 斉藤 倫

シャンシャン、夏だより 浅野 竜

あそび室の日曜日 村上 しいこ

みけねえちゃんにいうてみな　ぼくはおにいちゃん 村上 しいこ

黄色い竜 村上 康成

２ひきのカエル クリス・ウォーメル

さかなくん しおたに まみこ

ありがとうなかよし しもかわら ゆみ

マクドナルドさんのやさいアパート ジュディ・バレット

ぼりすとこお ディック・ブルーナ

ぼりすそらをとぶ ディック・ブルーナ

ゆかしたのワニ ねじめ 正一

ことばコレクター ピーター・レイノルズ

おふろのなかのジャングルたんけん まつおか たつひで

世界の市場 マリヤ・バーハレワ

しま マルク・ヤンセン

いい一日ってなあに？ ミーシャ・アーチャー

ちびちびパンダ みやにし たつや

ちびクワくんおとうとなんてだいきらい やました こうへい

おばけのジョージーたからさがし ロバート・ブライト

戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン

ナナちゃんとせんいんさん 高藤 純子

声に出してよむ日本の昔ばなし 小澤 俊夫

お化けの海水浴 川端 誠

ぐりとぐらのえんそく 中川 李枝子

おにぎりおにぎり 長野 ヒデ子

つちのこをさがせ！ 塚本 やすし

きょうは選挙の日。 塚本 やすし

くみたて 田中 達也

くろねこさんしろねこさん 得田 之久

きりんのまいにち 二宮 由紀子

ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　ドロロン村のなかまたち 富安 陽子

しゅくだいドッジボール 福田 岩緒

たぶんみんなは知らないこと 福田 隆浩

おひさまやのハンカチ 茂市 久美子

トッケビ　上・下 キム ウンスク／シナリオ

ドッグマン　1～3 デイブ・ピルキー

ちゃぷちゃぷぷーん 得田 之久

児童書

絵本

魔法陣グルグル２ 15 衛藤　ヒロユキ

魔法陣グルグル２ 16 衛藤　ヒロユキ

薬屋のひとりごと 14 日向 夏／原作

送魂の少女と葬礼の旅 7

魔導具師ダリヤはうつむかない 4

漫画

新書・文庫
10分で名著 古市 憲寿

西田幾多郎の哲学 小坂 国継

孤独の哲学 岸見 一郎

人種主義の歴史 平野 千果子

三体問題 浅田 秀樹

見えない宇宙の正体 鈴木 洋一郎

地球の中身 廣瀬 敬

生き物が老いるということ 稲垣 栄洋

植物はすごい 田中 修

本当に役立つ栄養学 佐藤 成美

子どもを壊す部活トレ 中野 ジェームズ修一

日本人とユダヤ人 イザヤ・ベンダサン

メディアの闇 相澤 冬樹

アリスが語らないことは ピーター・スワンソン

入舟長屋のおみわ　4 山本 巧次

女のいない男たち 村上 春樹

五分後にホロリと江戸人情 風野 真知雄

髪追い 輪渡 颯介



いちばんやさしいパソコン超入門 リブロワークス

Facebookフェイスブック基本＆便利技 リンクアップ

Photoshop誰でも入門 塩谷 正樹

メタバース見るだけノート 岡嶋 裕史

あなたの知らない使い方がわかるLinux活用大全 日経Linux

「図書館の自由に関する宣言1979年改訂」解説 日本図書館協会図書館の自由委員会

この本読んで！ 2022夏

本が語ること、語らせること 青木 海青子

全国公共図書館協議会設立50周年記念誌 全国公共図書館協議会

学習指導と学校図書館 塩谷 京子 

やさしい大学図書館員のサバイバルイン

グリッシュ

早稲田大学アカデミックソ

リューション

本屋図鑑 いまがわ ゆい

ミュージアムグッズのチカラ　2 2 大澤 夏美

朝日新聞政治部 鮫島 浩

ウィトゲンシュタインと言語の限界 ピエール・アド

手術をする外科医はなぜ白衣を着ないの

か？
入倉 隆

あなたは、もう大丈夫。 中島 輝

お金の本 ひろゆき

日本的「勤勉」のワナ 柴田 昌治

目に見えないけれど大切なもの:あなたの

心に安らぎと強さを

宗教対立がわかると「世界史」がかわる 島田 裕巳

世界遺産の神社

20歳の自分に教えたい現代史のきほん 池上 彰

松本連隊の最後 山本 茂実

鎌倉幕府と北条義時見るだけノート 小和田 哲男

再現イラストでよみがえる日本史の現場 朝日新聞出版

発掘された日本列島 2022 文化庁

鎌倉13人衆の真実 本郷 和人

世界史劇場項羽と劉邦 神野 正史

図説スペインの歴史 立石 博高

俺の上には空がある広い空が 桜井 昌司

ロッテを創った男　重光武雄論 松崎 隆司

「ナパーム弾の少女」五〇年の物語 藤 えりか

ソロキャンプ場ガイド

おいしい道の駅ドライブ ［2022］

るるぶ函館 23

るるぶ松江出雲石見銀山 23

チェコに学ぶ「作る」の魔力 あまの さくや

料理大好き小学生がフランスの台所で教わったこと ケイタ

ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋 源一郎

０類　総記

1類　哲学

2類　歴史・地理・旅行

3類　社会科学

一般書
自治会・町内会負担軽減＆ＩＴ活用事例ブック 水津 陽子

地域おこし協力隊の強化書 畠田 千鶴

プーチンの正体 黒井 文太郎

独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 池上 彰

新築戸建と火災保険 藪井 馨博

最新税金の基本と実務 武田 守

部下後輩年下との話し方 五百田 達成

部落の私たちがリモートで好き勝手にしゃべってみた。 部落解放・人権研究所

お気軽移住のライフハック100 宇都宮 ミゲル

いいから、あなたの話をしなよ チョ ナムジュ　ほか

10代の女の子のための性のお悩み相談室 宮川 三代子

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野 千鶴子

死刑になりたくて、他人を殺しました インベ カヲリ★

どうして？ ひぐち あずさ

ボランティア活動の責任 溝手 康史

せかいはことば 齋藤 陽道

子どものための居場所論 阿比留 久美

やっぱり学校っていいな 日本作文の会

ルポ大阪の教育改革とは何だったのか 永尾 俊彦

もらえる！借りる！奨学金の完全活用ガイド 2022 久米 忠史

人間科学部 大岳 美帆

バトラーさんの贈りもの 百々 佑利子

日本水引 長浦 ちえ

竈神と厠神 飯島 吉晴

桃太郎は嫁探しに行ったのか？ 倉持 よつば

「ネコひねり問題」を超一流の科学者た グレゴリー・Ｊ．グバー

科学名著図鑑 

統計処理に使うExcel　2021活用法 相澤 裕介

日本発宇宙行き「国際リニアコライダー」 有馬 雅人

化学技術者・研究者になるには 堀川 晃菜

世界の気候と天気のしくみ 今井 明子

こっそり楽しむうんこ化石の世界 土屋 健

田んぼや水辺でみられる植物の芽生えハンドブック 浅井 元朗

ウソをつく生きものたち 森 由民

生きもの毛事典 保谷 彰彦

ダマして生きのびる虫の擬態 海野 和男

虫のオスとメス、見分けられますか？ 森上 信夫

寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子

クジラの骨と僕らの未来 中村 玄

万病を治す冷えとり健康法 

アスベスト絵伝 中村 千恵子

やせる！ウォーキング 長坂 靖子

健康保険が使える漢方薬の事典 今津 嘉宏

薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 中山 智津子

和ハーブのある暮らし 平川 美鶴

4類　自然科学

住宅営業マンぺこぺこ日記 屋敷 康蔵

小さな平屋に暮らす 

自動車業界のしくみとビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書 ＧＢ自動車業界研究会

よくわかる最新バイクの基本と仕組み 青木 タカオ

町田忍の懐かしの昭和家電百科 町田 忍

台湾の日々 青木 由香

その着物、どうする？ 星 わにこ

1DAYマクラメ 主婦の友社

はじめてのドライフード CAMMOC

JA全農広報部さんにきいた世界一おいし JA全農広報部

スパイスカレーの教科書 水野 仁輔

台所図鑑 大木奈 ハル子

一汁一菜でよいと至るまで 土井 善晴

日本ご当地パン大全

一緒に生きる 東 直子

子育て世代のための快適移住マニュアル 金丸 知弘

土を育てる ゲイブ・ブラウン

芝庭つくりコツのコツ 京阪園芸

カワウソをよく知るための本 コツメカワウソ研究会 

オカメインコとともに 細川 博昭

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子

フェルメールとオランダ黄金時代 中野 京子

EDNE junaida

逃げ上手の若君 6 松井 優征

版画でオリジナル・グッズを作ろう 

初心者のピアノ基礎教本 ［2022］ 岡 素世 

初心者のためのドラム講座 ［2022］ 自由現代社 集部 

韓国ドラマの知りたいこと、ぜんぶ Misa

パラグライダー＆パラモーター入門

新しい登山の教科書 栗山 祐哉

音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 川原 繁人

漢字の使い分け図鑑 円満字 二郎

小説作法XYZ 島田 雅彦

やりなおし世界文学 津村 記久子

鼠 堀 辰雄

絵本のつぎに、なに読もう？ 越高 綾乃

私解説 瀬戸内 寂聴

平安貴族サバイバル 木村 朗子

地球、この複雑なる惑星に暮らすこと ヤマザキ マリ

私と街たち＜ほぼ自伝＞ 吉本 ばなな

今日は、これをしました 群 ようこ

とあるひととき 三浦 しをん

9類　文学（随筆など）

5類　技術

6類　産業

7類　芸術

8類　言語



今日もごきげんよう 松浦 弥太郎

捨てることから始まる 瀬戸内 寂聴

魂のルーツ 相川 清

魂のささやき 相川 清

おいしい沖縄 池上 永一

オメル・セイフェッティン短編選集 オメル・セイフェッティン

毛皮のコートのマドンナ サバハッティン・アリ

タランタ・バブへの手紙 ナーズム・ヒクメット

シャーロック・ホームズのすべて ロジャー・ジョンスン

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/

両手にトカレフ ブレイディみかこ

朽ちゆく庭 伊岡 瞬

風を彩る怪物 逸木 裕

ミシンと金魚 永井 みみ

女人入眼 永井 紗耶子

忍者に結婚は難しい 横関 大

空をこえて七星のかなた 加納 朋子

絞め殺しの樹 河崎 秋子

姫 花村 萬月

あきらめません！ 垣谷 美雨

広重ぶるう 梶 よう子

子宝船 宮部 みゆき

夜に星を放つ 窪 美澄

流木記 窪島 誠一郎

残された人が編む物語 桂 望実

ナイトシフト 香納 諒一

石礫 今野 敏

さざなみの彼方 佐藤 雫

一心同体だった 山内 マリコ

夏休みの空欄探し 似鳥 鶏

カレーの時間 寺地 はるな

揚羽の夢 朱川 湊人

情事と事情 小手鞠 るい

東京四次元紀行 小田嶋 隆

奇跡集 小野寺 史宜

＜磯貝探偵事務所＞からの御挨拶 小路 幸也

夢をかなえるゾウ　0 水野 敬也

雨滴は続く 西村 賢太

よろずを引くもの 西條 奈加

ナゾトキ・ジパング 青柳 碧人

禁猟区 石田 衣良

俺ではない炎上 浅倉 秋成

信仰 村田 沙耶香

晩秋行 大沢 在昌

死神と天使の円舞曲 知念 実希人

小説（日本文学）

棘の家 中山 七里

オリーブの実るころ 中島 京子

宙ごはん 町田 そのこ

うまたん 東川 篤哉

鷹の系譜 堂場 瞬一

聖女に噓は通じない 日向 夏

スパイコードＷ 福田 和代

一般書（9類続き）


