
新着図書
原村図書館

勉強は役に立つ オオタ ヤスシマンガ・イラスト

哲学するってどんなこと？ 金杉 武司

「みんな違ってみんないい」のか？ 山口 裕之

言葉を生きる 池田 晶子

稲むらの火の男浜口儀兵衛 中島 望

SDGsのひみつ 1

女子サッカー選手です。そして、彼女がいます 下山田 志帆

あんしんえほん 高濱 正伸　監修

統計グラフのカラクリ 細水 保宏　監修

かみなり 妹尾 堅一郎　監修

富士山はいつ噴火するのか？ 萬年 一剛

のぞく図鑑穴 宮田 珠己編

オオムラサキと里山の一年 筒井 学　写真と文

お山のライチョウ 戸塚 学　写真・文

鳥は恐竜だった 鈴木 まもる

草はらをのぞいてみればカヤネズミ ゆうき えつこ　

立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 佐藤 真澄

生命倫理のレッスン 小林 亜津子

水辺のワンダー 橋本 淳司

食品トレーのひみつ 深草 あざみ　まんが

すごいゴミのはなし 滝沢 秀一

押す図鑑ボタン 西村 まさゆき

はじめてのこどもキッチン 鈴木 薫

食品ロスはなぜ減らないの？ 小林 富雄

宇宙食になったサバ缶 小坂 康之

本物そっくり！昆虫の立体切り紙 今森 光彦

中高生のスポーツハローワーク 

ワニのガルド おーなり 由子

みどりの森のなかまたち たかどの ほうこ

星の町騒動記 樫崎 茜

パンに書かれた言葉 朽木 祥

はじめましてのダンネバード 工藤 純子

トーキングドラム 佐藤 まどか

じいちゃんの山小屋 佐和 みずえ

いのちの木のあるところ 新藤 悦子

エリック・カールのえいごがいっぱい　どうぶつあつまれ！ エリック・カール

王さまのおうごんのひげ クラース・フェルプランケ

がっこうにまにあわない ザ・キャビンカンパニー

ねずみくんはカメラマン なかえ よしを作

おうさまのメロンはどこへいった？ なかばやし みく

まっくらあそびしようよ！ はた こうしろう

２ひきのわるいねずみのおはなし ビアトリクス・ポター

ベンジャミン・バニーのおはなし ビアトリクス・ポター

絵本で知ろう二十四節気　春 ふじもと みさと

海のてがみのゆうびんや ミシェル・クエヴァス

いきぬけ！サバンナのどうぶつ 鎌田 歩

ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくんはどこだ？ 薫 くみこ

めをさませ 五味 太郎

恐竜トリケラトプスとウミトカゲ 黒川 みつひろ

クリシュナのつるぎ 秋野 癸巨矢

ホホジロザメ 沼口 麻子

かきごおり 石津 ちひろ

ひろしまの満月 中澤 晶子

ぼくのちぃぱっぱ 長江 優子

むかしむかし 3 内田 麟太郎

ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　オソロシ山のながれ星 富安 陽子

ドリトル先生ガラパゴスを救う 福岡 伸一

じゅんくんの学校 福田 隆浩文

ニャンパーのキャンプだよ！ 北川 チハル

ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋 玲子

空と大地に出会う夏 濱野 京子

金曜日のヤマアラシ 蓼内 明子

ひみつの地下図書館 2 アビー・ロングスタッフ

海のこびととひみつの島 サリー・ガードナー

住所、不定 スーザン・ニールセン

トラからぬすんだ物語 テェ・ケラー

マシュマロおばけ プリシラ・フリードリック

ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス ミヒャエル・エンデ

風の大地 83 坂田 信弘

名探偵コナン　ゼロの日常 6 新井 隆広

図書館の大魔術師 6 泉 光画

薬屋のひとりごと 10 日向 夏原作

児童書

絵本

漫画

新書・文庫
汚れつちまつた悲しみに… 中原 中也

異端の祝祭 芦花公園

再生 綾辻 行人 ほか

こゝろ 夏目 漱石

坊っちゃん 夏目 漱石

兎の眼 灰谷 健次郎

羅生門・鼻・芋粥 芥川 龍之介

蜘蛛の糸・地獄変 芥川 龍之介

愛がなんだ 角田 光代

檸檬 梶井 基次郎

銀河鉄道の夜 宮沢 賢治

注文の多い料理店 宮沢 賢治

春夏秋冬代行者 2 上・下 暁 佳奈

春夏秋冬代行者　上・下 暁 佳奈

Ｄ坂の殺人事件 江戸川 乱歩

殺した夫が帰ってきました 桜井 美奈

後宮の検屍女官 3 小野 はるか

山椒大夫・高瀬舟・阿部一族 森 鷗外

この恋が壊れるまで夏が終わらない 杉井 光

人間失格 太宰 治

優しい死神の飼い方 知念 実希人

黒猫の小夜曲（セレナーデ） 知念 実希人

予言の島 澤村 伊智

読書会という幸福 向井 和美

オッサンの壁 佐藤 千矢子

見えない巨大水脈地下水の科学 日本地下水学会

子どもに学ぶ言葉の認知科学 広瀬 友紀



日月（ひつく）の未来記 北川 達也

大宇宙の鉄則 北川 達也

もっと早く言ってよ。 一田 憲子

女性の覚悟 坂東 眞理子

祈り方が９割 北川 達也

ブッダの獅子吼 北川 達也

目でみる日本史 岡部 敬史

鎌倉北条氏の女性たち 今井 雅晴

ソ連兵へ差し出された娘たち 平井 美帆

中学生から知りたいウクライナのこと 小山 哲

偉人メシ伝 真山 知幸

図説戦国里見氏 滝川 恒昭　編

下り坂のニッポンの幸福論 内田 樹

そもそも民主主義ってなんですか？ 宇野 重規

ウクライナ危機後の世界 ユヴァル・ノア・ハラリ

国民安全保障国家論 船橋 洋一

歴史と向き合う 朴 裕河

忘れられた日本憲法 畑中 章宏

死刑について 平野 啓一郎

父が娘に語る美しく、深く、壮大で、と

んでもなくわかりやすい経済の話。
ヤニス・バルファキス

プレゼンの大学 藤倉 礼亜

結局、年金は何歳でもらうのが一番トクなのか 増田 豊

実家じまい終わらせました！ 松本 明子

知らないと損する労働法の超基本 石井 孝治

よけいなひと言をわかりあえるセリフに

変える親子のための言いかえ図鑑
大野 萌子

非行少年たちの神様 堀井 智帆

親が子どもになるころに 細川 貂々

コロナ禍で障害のある子をもつ親たちが

体験していること
児玉 真美　編

算数文章題が解けない子どもたち 今井 むつみ

日本の絶滅危惧知識 吉川 さやか

宮本常一写真・日記集成 上・下 宮本 常一

宮本常一写真・日記集成 別巻 宮本 常一

葬式消滅 島田 裕巳

私は自衛官 杉山 隆男

大正ガールズコレクション 石川 桂子

数の謎はどこまで解けたか オリヴァー・リントン

周期表 ニュートン編集部編

太陽系の謎を解く ＮＨＫ「コズミックフロント」制

土砂災害の疑問55 日本応用地質学会災害地質研究部

かんたん識別！身近なチョウ 森地 重博

「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめました 柳澤 静磨

百寿はそんなに目出度いことか 佐々木 学

家で死のう！ 萬田 緑平

1類　哲学

2類　歴史・地理・旅行

3類　社会科学

4類　自然科学

ツル majo

ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川 佐和子

修羅奔る夜 伊東 潤

モノクロの夏に帰る 額賀 澪

魔導具師ダリヤはうつむかない 8 甘岸 久弥

紙の梟 貫井 徳郎

筆のみが知る 近藤 史恵

＃真相をお話しします 結城 真一郎

とんこつQ＆A 今村 夏子

蹴れ、彦五郎 今村 翔吾

爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤 究

誰かがこの町で 佐野 広実

紅だ！ 桜庭 一樹

天海 三田 誠広

あくてえ 山下 紘加

セカンドチャンス 篠田 節子

家庭用安心坑夫 小砂川 チト

先祖探偵 新川 帆立

嫌われ者の矜持 新堂 冬樹

あさとほ 新名 智

墜落 真山 仁

掬えば手には 瀬尾 まいこ

やっと訪れた春に 青山 文平

星屑 村山 由佳

作家刑事毒島の嘲笑 中山 七里

凍る草原に鐘は鳴る 天城 光琴

号外！幕末かわら版 土橋 章宏

小さき王たち 第2部 堂場 瞬一

道 白石 一文

こいごころ 畠中 恵

わたしたち 落合 恵子

鯉姫婚姻譚 藍銅 ツバメ

ギフテッド 鈴木 涼美

恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子

小説（日本文学）

一般書

人体 ニュートン編集部編

泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの

教科書
岡田 百合香

ギャンブル依存と生きる 稲村 厚

なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 恩蔵 絢子

いくつになっても「骨」は育つ！ 今泉 久美

成功する子は食べ物が９割栄養ぐるぐるレシピ 細川 モモ　監修

大人になる前に知る老いと死 前沢 政次

女医が教える閉経の教科書 善方 裕美

名医がやさしく教える最新不妊治療のすべて 辰巳 賢一

心をラクにすると目の不調が消えていく 若倉 雅登

パンデミックなき未来へ ビル・ゲイツ

ほんとうの医療現場の話をしよう 高須賀 とき

体を整える、わたしの習慣 白澤 卓二監修

太らない、わたしの習慣 満尾 正監修

Moonshot アルバート・ブーラ

メディカルアロマレシピ 岩橋 知美

鉄道“周辺世界”趣味入門線路 ＮＯ．１

水危機を乗り越える！ セス・Ｍ．シーゲル

水危機ほんとうの話 沖 大幹

誰のための排除アート？ 五十嵐 太郎

絵本のようにめくる城と宮殿の物語 石井 美樹子監修

日本の台所一〇〇年

図解でやさしくわかるネットワークのしくみ超 網野 衛二

紙もの 暮らしの図鑑編集部編

沖縄戦と琉球泡盛 上野 敏彦

もっと広がるインクの楽しみ方100tips KADOKAWAライフスタイル編集部編

ごみを出さない気持ちのいい暮らし 高砂 雅美　ほか

家庭科３だった私が家でも外でも100％手作り服 津田 蘭子

アイス部手帳 アイス部

あっちこっち食器棚めぐり 伊藤 まさこ

68歳、ひとり暮らし。きょう何食べる？ 大庭 英子

地球のかじり方　世界のレシピBOOK 地球の歩き方編集室監修

農業者になるには 大浦 佳代

カヨと私 内澤 旬子

すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影す 矢島 直美

サンリオキャラクターズボールペンイラスト帖 サンリオ監修

あそぶためうまれてきたのさぼくはねこ 石津 ちひろ文

伊藤理佐 

見るだけでデザインセンスが身につく本 日本デザイン

花火が写る絶景撮影術 井上 嘉代子監修

知識ゼロからの日本刀入門 土子 民夫監修

世界のふしぎな色の名前 城 一夫

5類　技術

6類　産業

7類　芸術先輩、研究ってどうやるんですか 研究ステップ編集委員会

基礎からのWeb開発リテラシー 増井 敏克

スマホではじめるビデオ会議Zoom＆

Microsoft Teams
武井 一巳

公立図書館における電子図書館サービス

の現状
吉井 潤

ときめきのミュージアムグッズ 大澤 夏美

０類　総記



さわりで覚えるバッハの名曲25選 加藤 浩子

さわりで癒される天才！モーツァルトの名曲25選 楽書ブックス編集部　編

さわりで覚えるジャズの名曲25選 後藤 雅洋　編

さわりで覚えるオペラの名曲20選 加藤 浩子

覚えておきたい日本の童謡・唱歌名曲５０選 長田 暁二　監修

ドリフターズとその時代 笹山 敬輔

DO YOU SPEAK FOOTBALL？ トム・ウィリアムズ

焚き火の教科書 伊澤 直人

疲れない山歩きの技術 栗山 祐哉　監修

はじめてでもよくわかるソロキャンプの便利帳 渡辺 有祐

あの棋士はどれだけすごいの？会議 高野 秀行

あらすじで読む日本の古典 小林 保治　編

「私」という男の生涯 石原 慎太郎

笑いの力、言葉の力 渡邉 文幸

光本恵子歌集 光本 恵子

赤いリュック　：　歌集 

グレイがまってるから いせ ひでこ

客席のわたしたちを圧倒する 井上 ひさし

絵巻で読む方丈記 鴨 長明

スマホになじんでおりません 群 ようこ

居場所がないのがつらいです 高橋 源一郎

こころの風景 山折 哲雄

本を読んだら散歩に行こう 村井 理子

言葉の還る場所で 谷川 俊太郎

母さん、ごめん。 2 松浦 晋也

8類　言語　／　9類　文学（随筆など）


