
タイトル 著者
K 007 ネットの約束 日経ＢＰコンサルティング情報セキュリティ研究会 ／著

K 070 はじめてのニュース・リテラシー 白戸 圭一 ／著
K 141 勉強する気はなぜ起こらないのか 外山 美樹 ／著
K 159 勉強なんてしたくない君へ 佐藤 慧 ／著
K 289 ガウディ 鳥居 徳敏 ／著
K 289 北里柴三郎 たから しげる ／文
K 302 毎日がつまらない君へ 佐藤 慧 ／著
K 304 未来をつくるあなたへ 中満 泉 ／著
K 337 北里柴三郎と千円札物語 オフィス３０３ ／編
K 375 問う方法・考える方法 河野 哲也 ／著
K 453 地震はなぜ起きる？ 鎌田 浩毅 ／著
K 453 桜島の赤い火 宮武 健仁 ／文・写真
K 474 富士山のまりも 亀田 良成 ／文
K 475 あなたのあしもとコケの森 鵜沢 美穂子 ／文
K 486 雪虫 石黒 誠 ／文・写真
K 491 いちばんやさしい「脳」の絵本 ベティナ・イップ ／文
K 519 地球温暖化を解決したい 小西 雅子 ／著
K 520 建築家になりたい君へ 隈 研吾 ／著
K 629 日本庭園を楽しむ絵本 大野 八生 ／作
K 632 富岡製糸場 田村 仁 ／写真・文
K 657 たけのこなんのこ？ 
K 686 海べをはしる人車鉄道 横溝 英一 ／文・絵
K 726 かこさとし 鈴木 愛一郎 ／文
K 780 パラリンピックは世界をかえる ローリー・アレクサンダー ／作
K 911 俳句部、はじめました 神野 紗希 ／著
K 913 ルルとララのガトーショコラ あんびる やすこ ／作・絵
K 913 あおぞらこども食堂はじまります！ いとう みく ／作
K 913 つくしちゃんとおねえちゃん いとう みく ／作
K 913 強制終了、いつか再起動 吉野 万理子 ／著
K 913 ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤 ノリコ ／著
K 913 サイコーの通知表 工藤 純子 ／著
K 913 うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠 るい ／さく
K 913 ひかる石のおはなし 小手鞠 るい ／作
K 913 おひさまはだかんぼ 神沢 利子 ／作
K 913 ぴかぴかのウーフ 神沢 利子 ／作
K 913 がっこうのおばけずかん 斉藤 洋 ／作
K 913 さいごのゆうれい 斉藤 倫 ／著
K 913 三毛猫ホームズの水泳教室 赤川 次郎 ／著
K 913 一年生なんだもん 村上 しいこ ／さく
K 913 神さまの通り道 村上 しいこ ／作
K 913 みつばちと少年 村上 しいこ ／著
K 913 りんごの木を植えて 大谷 美和子 ／作
K 913 ５分後に意外な結末Ｑ 桃戸 ハル ／著
K 913 迷子の星たちのメリーゴーラウンド 日向 理恵子 ／著
K 913 葉っぱにのって 濱野 京子 ／作
K 913 野原できみとピクニック 濱野 京子 ／著
K 933 春のウサギ ケヴィン・ヘンクス ／作
K 941 魔法つかいの弟子 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ ／作

K 943 バンビ フェーリクス・ザルテン ／作
K 949 ゴリランとわたし フリーダ・ニルソン ／作
KS 372 ＳＤＧｓ時代の国際協力 西村 幹子 ／著

KS 809
コミュニケーション力を高めるプレゼ
ン・発表術

上坂 博亨 ／著

KS 910 平安男子の元気な！生活 川村 裕子 ／著

K 児童書
請求記号 タイトル 著者

M 726 名探偵コナン ＶＯＬＵＭＥ９９ 青山 剛昌 ／著
M 726 魔法陣グルグル　２ 14 衛藤 ヒロユキ
M 726 ふしぎの国のバード 8 佐々 大河 ／著
M 726 バトルスタディーズ 26 なきぼくろ

N 318 長野県町村会百年史 
N 344 一般会計　特別会計　予算書 令和３年度 諏訪広域連合
N 376 はばたけ高島 高島小学校閉校記念誌委員会　編
N 452 みんなの諏訪湖 長野県諏訪地域振興局　 編 
N 915 ゆすりか １２８号 五味　里美　編集

S 019 時代を撃つノンフィクション１００ 佐高 信 ／著
S 159 仕事と人生 西川 善文 ／著
S 316 プライバシーという権利 宮下 紘 ／著
S 366 労働組合とは何か 木下 武男 ／著
S 493 花粉症と人類 小塩 海平 ／著

007
世界一やさしいＹｏｕＴｕｂｅビジネ
スの教科書１年生

ＫＹＯＫＯ ／著

007 炎上する社会 吉野 ヒロ子 ／著
007 いちばんやさしいエクセル超入門 早田 絵里 ／著
007 ネット中傷駆け込み寺 佐藤 佳弘 ／著
010 図書館にドン・キホーテがいた頃 東條 文規 ／著
017 学校図書館サービス論 前田 稔 ／著
019 新・絵本はこころの処方箋 岡田 達信 ／著
019 難しい本をどう読むか 齋藤 孝 ／著
041 未来への遺産 東北大学大学院文学研究科講演・出版企画委員会 ／編

114 池上彰と考える「死」とは何だろう 池上 彰 ／著
114 死と向き合う言葉 呉 智英 ／著
115 池上彰と考える「死」とは何だろう 池上 彰 ／著
115 死と向き合う言葉 呉 智英 ／著

209 戦争の地図 パトリシア・ダニエルズ ／ 著 
210 日本の装束解剖図鑑 八條 忠基 ／著
211 戦争の地図 パトリシア・ダニエルズ ／ 著 
212 日本の装束解剖図鑑 八條 忠基 ／著

312 ニッポン　未完の民主主義 池上 彰 ／著
316 在日ウイグル人が明かすウイグル・ジェノサイド ムカイダイス ／著
316 命がけの証言 清水 ともみ ／著
317 完落ち 赤石 晋一郎 ／著
319 核なき時代を生きる君たちへ 安斎 育郎 ／著
320 おっさんず六法 松沢 直樹 ／著
327 日本の屋根に人権の旗を ＰＡＲＴ２ 岩崎 功 ／著
331 人新世の「資本論」 斎藤 幸平 ／著
333 日本のＳＤＧｓ 高橋 真樹 ／著
344 会計検査のあらまし 令和２年
361 絶望死 ニコラス・Ｄ．クリストフ ／著
365 東京を捨てる 澤田 晃宏 ／著
365 狙われる１８歳！？ 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 ／著

367 なんで家族を続けるの？ 内田 也哉子 ／著
367 おひとりさまの認知症 高瀬 義昌 ／監修
367 親をおりる 明石 紀久男 ／著

請求記号

　M 漫画

S 新書

N 郷土資料

1類　哲学

０類　総記

2類　歴史

3類　社会科学

タイトル 著者

367
子どもに迷惑をかけない・かけられな
い！６０代からの介護・お金・暮らし

太田 差惠子 ／著

368 コロナ禍、貧困の記録 雨宮 処凛 ／著
369 宮城まり子とねむの木学園 渡邊 弘 ／著
369 ジソウのお仕事 青山 さくら ／著
369 子どもの命と未来を守る！「防災」新常識 奥村 奈津美 ／著
369 ３．１１を心に刻んで 2021 岩波書店編集部 ／編
370 「ほんとのこと」は、親にはいえない 木村 泰子 ／著
371 教師が知らない「子どものスマホ・ＳＮＳ」新常識 藤川 大祐 ／著
374 小学校教諭になるには 森川 輝紀 ／編著
374 保護者のお悩み解決します！ くま ゆうこ ／著
376 乳幼児期の性教育ハンドブック 浅井 春夫 ／編著
376 国際学部 三井 綾子 ／著
377 実務家教員の理論と実践 実務家教員ＣＯＥプロジェクト ／編
378 発達支援のためのアドラー心理学 牛山 卓也 ／著
379 子どもの脳と心がぐんぐん育つ絵本の読み方選び方 仲宗根 敦子 ／著
383 マンガでわかる日本料理の常識 長島 博 ／監修
385 選択される命 鈴木 由利子 ／著
386 絵解き江戸の暮らしと二十四節気 土屋 ゆふ ／著

407 科学絵本の世界１００ 
410 子どもの算数、なんでそうなる？ 谷口 隆 ／著
417 統計学 今野 紀雄 ／監修
440 トコトンやさしい天文学の本 山口 弘悦 ／著
470 大事なことは植物が教えてくれる 稲垣 栄洋 ／著
470 道草の解剖図鑑 金田 初代 ／著
471 子どもと一緒に覚えたい木の実の名前 小南 陽亮 ／監修
481 つのじまんつのくらべ 小宮 輝之 ／文・写真
488 野鳥手帳 叶内 拓哉 ／文・写真
488 草木鳥鳥文様 梨木 香歩 ／文
491 ＬＩＦＥＳＰＡＮ デビッド・Ａ．シンクレア ／著
493 発達障害はなぜ誤診されるのか 岩波 明 ／著
494 夜間頻尿朝までぐっすり！自宅ケアＢＯＯＫ 主婦と生活社ライフ・ケア編集部 ／編

494 Ｑ＆Ａでわかる痔のすべて 平田 雅彦 ／著
494 皮膚の秘密 ヤエル・アドラー ／著
496 「一生よく見える目」を手に入れる白内障手術 市川 一夫 ／著
498 養老先生、病院へ行く 養老 孟司 ／著
498 誤嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん 菊谷 武 ／監修
498 最新カタカナ栄養素事典 藤井 義晴 ／著

507 弁理士になるには 藤井 久子 ／著
527 緑と暮らす。 
527 リノベとリフォームの、何ができない何ができるのすべてがわかる本 主婦の友社 ／編
537 復活！昭和のスーパーカー 
543 フクシマ戦記 上 船橋 洋一 ／著
543 フクシマ戦記 下 船橋 洋一 ／著
589 文房具 暮らしの図鑑編集部 ／編

593
ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥのおとな服
ソーイング・レメディー

ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ ／著

594 マクラメ宅配便 第５便 丸山令子
594 進化する手作りエコバッグ 
596 梅干しを漬けてわかること 有元 葉子 ／著

5類　技術

4類　自然科学

3類　社会科学
請求記号

New

４月 新しく入った本
2021年

原村図書館



タイトル タイトル
610 今さら聞けない農業・農村用語事典 農文協 ／編
610 若者を地域の仲間に！ 筒井 一伸 ／編著
616 ブランド米開発競争 熊野 孝文 ／著
626 食べられる庭図鑑 良原 リエ ／著
626 無農薬菜園はじめよう 麻生 健洲 ／著
629 庭にほしい木と草の本 草木屋 ／著
659 狩猟を仕事にするための本 東雲 輝之 ／著
699 孤独のアンサンブル 村松 秀 ／著

723 ３色から始める描こう！リアル色鉛筆 小森 陽一 ／著
725 ３色から始める描こう！リアル色鉛筆 三上 詩絵 ／著
726 扉はひらくいくたびも 竹宮 惠子 ／著
726 おいおいピータン！！ 2 伊藤 理佐∥著
728 これでおしまい 篠田 桃紅 ／著
754 活発脳をつくる６０歳からの切り紙 古賀 良彦 ／監修
754 鶴のおりがみ 布施 知子 ／著

767
こまった時はわらべうた　うれしい時
もわらべうた

わらべうたネットワークうたぼっこ
の森 ／編著

778 アニメと戦争 藤津 亮太 ／著
780 スポーツ観戦を楽しむ本 成美堂出版編集部 ／編
781 おそとで楽しむ遊びのワンダーランド 木村 研 ／著

809 音読教室 堀井 美香 ／著

810
大人の語彙力が面白いほど身につく本
［ＬＥＶＥＬ１］

話題の達人倶楽部 ／編

821 白川静博士の漢字の世界へ 福井県教育委員会 ／編

908 岩波少年文庫のあゆみ 若菜 晃子 ／編著
909 児童文学の中の家 深井 せつ子 ／著
910 恩田陸　白の劇場 
910 されく魂 池澤 夏樹 ／著
910 小林秀雄の眼 江藤 淳 ／著
911 古木巡礼 倉本 聰 ／著
914 命とられるわけじゃない 村山 由佳 ／著
914 こころの散歩 五木 寛之 ／著
914 さよなら、ながいくん。 川上 弘美 ／著
914 みっちんの声 石牟礼 道子 ／著
914 ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野 綾子 ／著
914 小福ときどき災難 群 ようこ ／著
914 愛は魂の奇蹟的行為である なかにし 礼 ／著
914 作家と猫 平凡社編集部 ／編
915 わたしが行ったさびしい町 松浦 寿輝 ／著
918 佐野洋子とっておき作品集 佐野 洋子 ／著
933 アウトサイダー 上 スティーヴン・キング ／著
933 クララとお日さま カズオ・イシグロ ／著
933 アウトサイダー 下 スティーヴン・キング ／著
949 アウシュヴィッツで君を想う エディ・デ・ウィンド ／著
986 チェルノブイリの祈り スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ ／ 著 

6類　産業

7類　芸術

8類　言語

9類　文学（随筆など）

請求記号 タイトル 著者
F 花下に舞う あさの あつこ ／著
F 八月の銀の雪 伊与原 新 ／著
F 百合中毒 井上 荒野 ／著
F 緑陰深きところ 遠田 潤子 ／著
F オルタネート 加藤 シゲアキ ／著
F 本日も晴天なり 梶 よう子 ／著
F 迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本 惟 ／ 著 
F ＭＲ 久坂部 羊 ／著
F 魂手形 宮部 みゆき ／著
F 私の妻と、沖田君 九藤 朋 ／著
F キネマの神様 原田 マハ ／著
F Ｓｔｏｒｙ　ｆｏｒ　ｙｏｕ 講談社 ／編
F Ｄａｙ　ｔｏ　Ｄａｙ 講談社 ／編
F 本好きの下剋上 第５部［５］ 香月 美夜 ／著
F 本好きの下剋上 第４部［８］ 香月 美夜 ／著
F 本好きの下剋上 第４部［９］ 香月 美夜 ／著
F 本好きの下剋上 第４部［７］ 香月 美夜 ／著
F 破天荒 高杉 良 ／著
F あした、この国は崩壊する 黒野 伸一 ／著
F 初詣で 佐伯 泰英 ／著
F エレジーは流れない 三浦 しをん ／著
F 鷹の城 山本 巧次 ／著
F 田舎のポルシェ 篠田 節子 ／著
F わたし、定時で帰ります。 ［３］ 朱野 帰子 ／ 著 
F ブックキーパー脳男 首藤 瓜於 ／著
F 息子のボーイフレンド 秋吉 理香子 ／著
F 泡 松家 仁之 ／著
F なごり雪 新堂 冬樹 ／著
F 青い孤島 森沢 明夫 ／著
F われらの世紀 真藤 順丈 ／著
F 電車のおじさん 辛酸 なめ子 ／著
F 激震 西村 健 ／著
F 曲亭の家 西條 奈加 ／ 著 
F クメールの瞳 斉藤 詠一 ／著
F めぐりんと私。 大崎 梢 ／著
F 悪魔には悪魔を 大沢 在昌 ／著
F 半逆光 谷村 志穂 ／著
F 正欲 朝井 リョウ ／著
F にぎやかな落日 朝倉 かすみ ／著
F ５２ヘルツのクジラたち 町田 そのこ ／著
F 日華ミステリーアンソロジー 島田 荘司 ／選
F 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 ／著
F 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 ／著
F 沈黙の終わり 上 堂場 瞬一 ／ 著 
F 沈黙の終わり 下 堂場 瞬一 ／ 著 
F 小さな神たちの祭り 内館 牧子 ／著
F 依存 文縞 絵斗 ／著
F 道をたずねる 平岡 陽明 ／著
F ドキュメント 湊 かなえ ／著
F 白鯨 夢枕 獏 ／著
F 沙林 帚木 蓬生 ／著

請求記号
日本文学

タイトル 著者
E どうしたらうまくできる？ ＮＨＫ　Ｅテレ「ｕ　＆　ｉ」制作班 ／編

E ふたりはずっと アーノルド・ローベル ／作
E へんしんどうぶつえん あきやま ただし ／作・絵
E ぷっくりえんどうまめ いわさ ゆうこ ／さく
E あかちゃんですよ　はいどうぞ うしろ よしあき ／文
E ひそひそ　こしょこしょ うちむら たかし ／作
E ココロノオクノトオクノオト エミリー・チャイルド ／文
E うさぎのパンやさんのいちにち かこ さとし ／著
E ふまんばかりのメシュカおばさん キャロル・チャップマン ／さく
E 気のいいバルテクとアヒルのはなし クリスティーナ・トゥルスカ ／作・絵

E はろるどのそらのたび クロケット・ジョンソン ／作
E おばあちゃんのたからもの シモーナ・チラオロ ／作
E 木は何を見てきたの？ シャーロット・ギラン ／文
E 進化をたどる７億年の旅 ジョン・ウッドワード ／作
E じべた たにかわ しゅんたろう ／ぶん
E たべたのだーれだ？ たむら しげる ／さく
E ももんちゃんどこへいくのかな？ とよた かずひこ ／さく・え
E みんなのこえがきえてしまうんです ナオキ ／語り
E ねずみくんのピッピッピクニック なかえ よしを ／作
E １０ぴきのおばけとおおきなふね にしかわ おさむ ／作・絵
E 青のなかの青 フィオナ・ロビンソン ／さく
E アニメおさるのジョージちしきえほん　うちゅうへいこう マーガレット・レイ ／原作
E ヴォドニークの水の館 まき あつこ ／文
E まよなかのトイレ まるやま あやこ ／さく
E むしゃむしゃたべたらおいしいぞ みやにし たつや ／作・絵
E あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ ／作・絵
E にげてさがして ヨシタケ シンスケ ／著
E きゅうかんば よたろう ／さく・え
E いえのなかといえのそとで レウィン・ファム ／さく
E よるがやってくる 下田 昌克 ／作
E バルバルさん　きょうはこどもデー 乾 栄里子 ／文
E しげちゃんのはつこい 室井 滋 ／作
E きたきつねとはるのいのち 手島 圭三郎 ／絵・文
E さくららら 升井 純子 ／文
E あまがえるりょこうしゃ 松岡 たつひで ／ 作 
E いきものづくしものづくし 12 松岡 達英
E でんしゃとしょかん 深山 さくら ／文
E さるじぞう 大黒 みほ ／再話
E 地球がうみだす土のはなし 大西 健夫 ／文
E うそ 谷川 俊太郎 ／詩
E オサム 谷川 俊太郎 ／文
E えんそくねこねこ 長野 ヒデ子 ／作・絵
E みんなとおなじくできないよ 湯浅 正太 ／作
E ともだちいっしゅうかん 内田 麟太郎 ／作
E ぐん太 夢枕 獏 ／文
E かえるのごほうび 木島 始 ／さく

E　絵本

スマートフォン・パソコンから諏訪地域6市町村公共図書館の本を検索・予約※できます。
※予約サービスは、カウンターで新規申し込みが必要です。

諏訪地域公共図書館
情報ネットワーク

すわズラ～


