
New

５月 新しく入った本
2021年

原村図書館
児童書

K 210ﾌ くらしをくらべる戦前・戦中・戦後1 古舘 明廣‖著

K 210ㇷ くらしをくらべる戦前・戦中・戦後2 古舘 明廣‖著

K 210ﾌ くらしをくらべる戦前・戦中・戦後3 古舘 明廣‖著

K 210ﾌ ビジュアル入門江戸時代の文化 深光 富士男‖著

K 210ﾌ ビジュアル入門江戸時代の文化 深光 富士男‖著

K 290ﾓ もっと調べる世界と日本のつながり1 井田 仁康‖監修

K 290ﾓ もっと調べる世界と日本のつながり2 井田 仁康‖監修

K 290ﾓ もっと調べる世界と日本のつながり3 井田 仁康‖監修

K 290ﾓ もっと調べる世界と日本のつながり4 井田 仁康‖監修

K 290ﾓ もっと調べる世界と日本のつながり5 井田 仁康‖監修

K 333ﾐ
武器ではなく命の水をおくりたい　中
村哲医師の生き方

宮田 律‖著

K 337ﾓ もっと知りたい！調べたい！お金のこと1 キッズ・マネー・ステーション‖監修

K 337ﾓ もっと知りたい！調べたい！お金のこと3 キッズ・マネー・ステーション‖監修

K 337ﾓ もっと知りたい！調べたい！お金のこと2 キッズ・マネー・ステーション‖監修

K 361ｼ 「ハーフ」ってなんだろう？ 下地 ローレンス吉孝‖著

K 361ﾍ 友だちづきあいってむずかしい オナー・ヘッド‖文

K 367ｼ こどもジェンダー シオリーヌ‖著

K 369ｲ 福祉がわかるシリーズ1 稲葉 茂勝‖著

K 369ｲ 福祉がわかるシリーズ2 稲葉 茂勝‖著

K 369ｲ 福祉がわかるシリーズ3 稲葉 茂勝‖著

K 369ｲ こどものための防災教室 今泉 マユ子‖著

K 369ｲ 池上彰と考える災害とメディア1 池上 彰‖監修

K 369ｲ 池上彰と考える災害とメディア2 池上 彰‖監修

K 369ｲ 池上彰と考える災害とメディア3 池上 彰‖監修

K 369ｲ 池上彰と考える災害とメディア4 池上 彰‖監修

K 369ｲ 命をつなぐ防災1 舩木 伸江‖監修

K 369ｲ 命をつなぐ防災2 舩木 伸江‖監修

K 369ｲ 命をつなぐ防災3 舩木 伸江‖監修

K 369ﾌ 福祉用具の図鑑 徳田 克己‖監修

K 369ﾌ 福祉用具の図鑑 徳田 克己‖監修

K 369ﾎ 防災学習ガイドもしものときにそなえよう津波 国崎 信江‖監修

K 369ﾎ 防災学習ガイドもしものときにそなえよう噴火・豪雪 国崎 信江‖監修

K 369ﾎ 防災学習ガイドもしものときにそなえよう地震 国崎 信江‖監修

K 369ﾎ 防災学習ガイドもしものときにそなえよう台風・豪雨 国崎 信江‖監修

K 371ｵ おとなを動かす悩み相談クエスト 山崎 聡一郎‖監修

K 382ﾊ ようこそみんなの世界へ モイラ・バターフィールド‖文

K 383ｷ 消えゆくくらしのモノ事典 岩崎書店編集部‖編著

K 386ｶ しばわんこの和のおもてなし 川浦 良枝‖絵と文

K 386ｷ きせつと行事を楽しむずかん春 長谷川 康男‖監修

K 386ｷ きせつと行事を楽しむずかん夏 長谷川 康男‖監修

K 386ｷ きせつと行事を楽しむずかん秋 長谷川 康男‖監修

K 386ｷ きせつと行事を楽しむずかん冬 長谷川 康男‖監修

K 404ｻ 潜入！天才科学者の実験室1 佐藤 文隆‖編著

K 404ｻ 潜入！天才科学者の実験室2 佐藤 文隆‖編著

K 404ｻ 潜入！天才科学者の実験室3 佐藤 文隆‖編著

K 404ｻ 潜入！天才科学者の実験室4 佐藤 文隆‖編著

K 443ﾎ 春の星と星座 藤井 旭‖監修・写真

K 443ﾎ 秋の星と星座 藤井 旭‖監修・写真

K 443ﾎ 冬の星と星座 藤井 旭‖監修・写真

K 443ﾎ 夏の星と星座 藤井 旭‖監修・写真

K 443ﾎ 星と星座の動き 藤井 旭‖監修・写真

K 480ｺ 動物なぜなに質問箱 小菅 正夫‖答える人

K 481ﾀ ペットボトルで育てよう　水の生き物 谷本 雄治‖著

K 486ﾀ ペットボトルで育てよう　むし 谷本 雄治‖著

K 488ﾀ たべるくちばし とりのくちばし編集委員会‖編

K 488ﾂ つかまえるくちばし とりのくちばし編集委員会‖編

K 488ﾂ つくるくちばし とりのくちばし編集委員会‖編

K 493ﾊ はたらく細胞ウイルス＆細菌図鑑 講談社‖編

K 498ｲ 学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上 祐紀‖著

K 498ﾍ いつもとちがうことがおきたら オナー・ヘッド‖文

K 498ﾍ 不安でおちつかないとき オナー・ヘッド‖文

K 498ﾍ とつぜんつらいことがおきたら オナー・ヘッド‖文

K 501ｻ 再生可能エネルギーをもっと知ろう3 安田 陽‖監修

K 501ｻ 再生可能エネルギーをもっと知ろう1 安田 陽‖監修

K 501ｻ 再生可能エネルギーをもっと知ろう2 安田 陽‖監修

K 507ｵ 学校で知っておきたい知的財産権2 おおつか のりこ‖著

K 507ｵ 学校で知っておきたい知的財産権3 おおつか のりこ‖著

K 507ｵ 学校で知っておきたい知的財産権1 おおつか のりこ‖著

K 518ｴ ＳＤＧｓでかんがえよう地球のごみ問題3 井田 仁康‖総合監修

K 518ｴ ＳＤＧｓでかんがえよう地球のごみ問題1 井田 仁康‖総合監修

K 518ｴ ＳＤＧｓでかんがえよう地球のごみ問題2 井田 仁康‖総合監修

K 518ﾅ なぜ？から調べるごみと環境2 森口 祐一‖監修

K 518ﾅ なぜ？から調べるごみと環境5 森口 祐一‖監修

K 518ﾅ なぜ？から調べるごみと環境3 森口 祐一‖監修

K 518ﾅ なぜ？から調べるごみと環境1 森口 祐一‖監修

K 518ﾅ なぜ？から調べるごみと環境4 森口 祐一‖監修

K 593ｷ
かんたん！へんしん！リメイク・ソー
イングＶｏｌ．１

清松 加奈子‖作

K 593ｷ
かんたん！へんしん！リメイク・ソー
イングＶｏｌ．２

清松 加奈子‖作

K 593ｷ
かんたん！へんしん！リメイク・ソー
イングＶｏｌ．３

清松 加奈子‖作

K 593ｷ
かんたん！へんしん！リメイク・ソー
イングＶｏｌ．４

清松 加奈子‖作

K 593ｷ
かんたん！へんしん！リメイク・ソー
イングＶｏｌ．５

清松 加奈子‖作

K 594ﾃ
手作りって楽しい！はじめての手芸
毛糸でつくる

寺西 恵里子‖作

K 594ﾃ
手作りって楽しい！はじめての手芸
布でつくる

寺西 恵里子‖作

K 594ﾃ
手作りって楽しい！はじめての手芸
ビーズ＆プラバンでつくる

寺西 恵里子‖作

K 594ﾃ
手作りって楽しい！はじめての手芸
フェルトでつくる

寺西 恵里子‖作

K 596ﾀ 楽しい草つみ花つみクッキング1 農文協‖編

K 596ﾀ 楽しい草つみ花つみクッキング2 農文協‖編

K 596ﾀ 楽しい草つみ花つみクッキング3 農文協‖編

K 611ｼ 食卓からＳＤＧｓをかんがえよう！1 稲葉 茂勝‖著

K 611ｼ 食卓からＳＤＧｓをかんがえよう！2 稲葉 茂勝‖著

K 611ｼ 食卓からＳＤＧｓをかんがえよう！3 稲葉 茂勝‖著

K 616ｵ お米をつくろう！ 山口 誠之‖監修

K 626ﾀ ペットボトルで育てよう　野菜・花 谷本 雄治‖著

K 667ｱ 和食のだしは海のめぐみ1 阿部 秀樹‖写真・文

K 667ｱ 和食のだしは海のめぐみ2 阿部 秀樹‖写真・文

K 667ｱ 和食のだしは海のめぐみ3 阿部 秀樹‖写真・文

K 726ｶ 風の大地80 坂田 信弘‖作

K 750ｷ
きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作
集　うごく工作

きむら ゆういち‖著

K 757ｸ 日本の伝統文様をさがそう1 熊谷 博人‖文・絵

K 757ｸ 日本の伝統文様をさがそう2 熊谷 博人‖文・絵

K 757ｸ 日本の伝統文様をさがそう3 熊谷 博人‖文・絵

K 757ｸ 日本の伝統文様をさがそう4 熊谷 博人‖文・絵

K 768ｼ 知りたい！日本の伝統音楽1 京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター‖監修

K 768ｼ 知りたい！日本の伝統音楽2 京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター‖監修

K 768ｼ 知りたい！日本の伝統音楽3 京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター‖監修

K 780ﾊ パラスポーツ大百科1 藤田 紀昭‖監修

K 780ﾊ パラスポーツ大百科2 藤田 紀昭‖監修

K 780ﾊ パラスポーツ大百科3 藤田 紀昭‖監修

K 780ﾊ パラスポーツ大百科4 藤田 紀昭‖監修

K 780ﾊ パラスポーツ大百科5 藤田 紀昭‖監修

K 780ﾊ パラスポーツ大百科6 藤田 紀昭‖監修

K 798ｲ ｅスポーツはじめて事典1 筧 誠一郎‖監修

K 798ｲ ｅスポーツはじめて事典2 筧 誠一郎‖監修

K 798ｲ ｅスポーツはじめて事典3 筧 誠一郎‖監修

K 816ﾒ 名文に学ぶ授業に役立つ書くコツ！1 白坂 洋一‖監修

K 816ﾒ 名文に学ぶ授業に役立つ書くコツ！2 白坂 洋一‖監修

K 816ﾒ 名文に学ぶ授業に役立つ書くコツ！3 白坂 洋一‖監修

K 816ﾒ 名文に学ぶ授業に役立つ書くコツ！4 白坂 洋一‖監修

K 834ﾊ 春夏秋冬の写真英語ずかん秋 大門 久美子‖編

K 834ﾊ 春夏秋冬の写真英語ずかん春 大門 久美子‖編

K 834ﾊ 春夏秋冬の写真英語ずかん夏 大門 久美子‖編

K 834ﾊ 春夏秋冬の写真英語ずかん冬 大門 久美子‖編

K 901ﾀ ショートショートでひらめく文章教室 田丸 雅智‖著

K 913ｵ
こそあどの森のおとなたちが子ども
だったころ

岡田 淳‖作

K 913ｺ おしゃべり森のものがたり 小手鞠 るい‖作

K 913ｺ サステナブル・ビーチ 小手鞠 るい‖作

K 913ﾆ イカル荘へようこそ にしがき ようこ‖著

K 913ﾆ けんだましょうぶ にしひら あかね‖作

K 913ﾊ うさぎとハリネズミ　きょうもいいひ はら まさかず‖文

K 913ﾋ ふしぎ駄菓子屋銭天堂15 廣嶋 玲子‖作

K 913ﾚ 人類滅亡フラグがたちました！ 令丈 ヒロ子‖著

K 933ﾌ 帰れ野生のロボット ピーター・ブラウン‖作・絵

K 933ﾛ ゴースト・ボーイズ ジュエル・パーカー・ローズ‖著

K 949ﾛ お話のたきぎをあつめる人 ローレンティン妃‖作

K 989ﾋ 火の鳥ときつねのリシカ 木村 有子‖編訳

KS 420ﾍ 確かめてナットク！物理の法則 ジョー・ヘルマンス‖著

漫画

M 726ｱ 名探偵コナンＶｏｌｕｍｅ４５ 青山 剛昌‖著

M 726ｱ 名探偵コナンＶｏｌｕｍｅ４６ 青山 剛昌‖著

M 726ﾅ テツぼん19 永松 潔‖著

M 726ﾅ テツぼん20 永松 潔‖著

M 726ﾏ さよならミニスカート1 牧野 あおい‖著

M 726ﾏ さよならミニスカート2 牧野 あおい‖著

郷土資料

N 630ｵ 岡谷蚕糸博物館紀要第１５号 岡谷蚕糸博物館　編

N 630ｵ 「糸のまち岡谷」シルク今昔ものがたり８８ 岡谷市　著

N 630ｵ 「糸のまち岡谷」シルク今昔ものがたり８８岡谷市　著

N 630ｵ 「糸のまち岡谷」シルク今昔ものがたり８８ 岡谷市　著

N 709ﾌ 富士見町の指定文化財改訂版



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。
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すわズラ～

文庫

B 726ｲ みたび！女のはしょり道 伊藤 理佐‖著

一般書

R 351ﾆ 日本国勢図会２０２１／２２ 矢野恒太記念会‖編集

０　総記　/　１　哲学

011ﾔ 図書館と法 鑓水 三千男‖著

121ｷ 三木清人生論ノート 岸見 一郎‖著

141ﾅ 生贄探し 中野 信子‖著

159ﾊ 幸せな人生のつくり方 坂東 眞理子‖著

016ｵ まちづくりと図書館 大串 夏身‖著

017ﾉ 変化する社会とともに歩む学校図書館 野口 武悟‖著

049ｻ ３・４・５歳のこどもの「なんで？」早引き事典Ｌｉｇｈｔ主婦の友社‖編

２　地理・歴史

210ﾀ 土偶を読む 竹倉 史人‖著

288ｺ 皇室９０号（令和３年春）

291ｷ そろそろ本気で信州移住 北尾 トロ‖編著

291ｻ 山並み大図鑑 佐々木 信一‖写真

291ﾌ 三頭の虎はひとつの山に棲めない マイケル・ブース‖著

291ﾔ 山と高原地図ＧＵＩＤＥ日本百名山上巻

291ﾔ 山と高原地図ＧＵＩＤＥ日本百名山下巻

３　社会科学

331ﾅ なぜ、脱成長なのか ヨルゴス・カリス‖著

361ｻ 実力も運のうち マイケル・サンデル‖著

361ﾓ あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山 至貴‖著

366ｼ 仕事に行ってきます10

366ﾏ 会社で働く 松井 大助‖著

367ｵ これからの男の子たちへ 太田 啓子‖著

367ﾋ 老いの福袋 樋口 恵子‖著

368ﾐ どうしても頑張れない人たち 宮口 幸治‖著

369ｱ いないことにされる私たち 青木 美希‖著

369ｳ 誰も書かなかった介護現場の実態 宇多川 ちひろ‖著

372ｻ 第四次産業革命と教育の未来 佐藤 学‖著

374ﾑ 新型コロナウイルスに対する学校の感染対策 武藤 義和‖著

383ｳ 美しい和菓子の図鑑 青木 直己‖監修

383ﾌ ともに食べるということ 福田 育弘‖著

388ﾑ 昔話の研究と継承
小澤俊夫先生卒寿記念論文集編集委
員会‖編

４　自然科学

470ｲ 子どもと楽しむ草花のひみつ 稲垣 栄洋‖著

480ｺ
子どもと一緒に見つける身近な生きも
のさんぽ図鑑

自然観察大学‖監修

493ｶ
かんしゃく、暴力、反抗、無気力…。
うちの子、どうしちゃったの？

宮尾 益知‖監修

493ｾ 精神科医が語る精神の病気

496ｲ 知られざる色覚異常の真実 市川 一夫‖著

498ｶ 分水嶺 河合 香織‖著

498ﾋ カラダにやさしいコンビニごはん１００ 平澤 芳恵‖著

５　技術

512ｶ よくわかる測量 海津 優‖著

590ﾋ ひとり暮らし月１５万円以下で毎日楽しく暮らす すばる舎編集部‖著

594ｻ すみっコぐらしのかんたん魔法のタワシ 齊藤 郁子‖著

594ﾀ
脳がみるみる若返るかんたん、素敵手
ぬいの小物

高橋 恵美子‖著

594ﾃ 羊毛フェルトで作る思いやりせっけん 寺西 恵里子‖著

596ｱ うちのやさしいかいじゅうごはんレシピ あまこ ようこ‖著

596ﾇ 野菜まるごと冷凍レシピ 沼津 りえ‖著

596ﾓ パンイチＲＥＣＩＰＥ もちこ‖著

599ﾓ 子育てで眠れないあなたに 森田 麻里子‖著

６　産業　/　７　芸術　/　８　言語　

612ｺ 有機農業で変わる食と暮らし 香坂 玲‖著

626ｺ コップひとつから始めるゆる〜い野菜づくり やさい畑編集部‖編

740ｼ 写真集を編む。

813ﾅ 比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 ながさわ‖著

814ｻ 雨を、読む。 佐々木 まなび‖著

814ｻ みずみずしい叙情の日本語 齋藤 孝‖著

821ｼ 死者の書 白川 静‖著

829ﾊ 韓国語の語源図鑑 阪堂 千津子‖著

９　文学（随筆、評論、エッセイなど）

913ﾑ げんじものがたり 紫式部‖著

914ｱ ブルーインク・ストーリー 安西 カオリ‖著

914ｸ 「無言館」の庭から　続 窪島 誠一郎‖著

914ﾊ 人間であることをやめるな 半藤 一利‖著

914ﾍ コロナ時代のパンセ 辺見 庸‖著

916ｻ 東京ディストピア日記 桜庭 一樹‖著

918ｷ キャンプ日和 大町 桂月‖ほか著

949ﾃ キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン‖著

F　日本文学

Fｱ 神の悪手 芦沢 央‖著

Fｱ 太陽の門 赤神 諒‖著

Fｱ キネマの天使 赤川 次郎‖著

Fｱ レッドネック 相場 英雄‖著

Fｲ 夜をぶっとばせ 井上 荒野‖著

Fｴ 影に対して 遠藤 周作‖著

Fｵ 貴方のために綴る１８の物語 岡崎 琢磨‖著

Fｵ 小島 小山田 浩子‖著

Fｶ この場所であなたの名前を呼んだ 加藤 千恵‖著

Fｶ 終活の準備はお済みですか？ 桂 望実‖著

Fｶ なぜ秀吉は 門井 慶喜‖著

Fｻ 己丑の大火 佐伯 泰英‖著

Fｻ 星落ちて、なお 澤田 瞳子‖著

Fｼ 博覧男爵 志川 節子‖著

Fｼ 空の王 新野 剛志‖著

Fｼ 少年愛文学選 折口 信夫‖ほか著

Fｼ スイッチ 潮谷 験‖著

Fｼ ファウンテンブルーの魔人たち 白石 一文‖著

Fﾁ ひきなみ 千早 茜‖著

Fﾂ 非弁護人 月村 了衛‖著

Fﾃ 声の在りか 寺地 はるな‖著

Fﾄ 赤の呪縛 堂場 瞬一‖著

Fﾅ 臨床の砦 夏川 草介‖著

Fﾅ ヒポクラテスの悔恨 中山 七里‖著

Fﾅ カード師 中村 文則‖著

Fﾆ 掟上今日子の鑑札票 西尾 維新‖著

Fﾇ 風は山から吹いている 額賀 澪‖著

Fﾊ 対になる人 花村 萬月‖著

Fﾊ 小説８０５０ 林 真理子‖著

Fﾎ 植物忌 星野 智幸‖著

E　絵本

Eｱ ものおもう 新井 洋行‖作

Eｱ へんてこたいそう 新井 洋行‖作・絵

Eｲ もりの１００かいだてのいえ いわい としお‖作

Eｲ どろんこおばけになりたいな 内田 麟太郎‖作

Eｲ 天の岩戸アマテラス 飯野 和好‖文・絵

Eｷ おひさまわらった きくち ちき‖作

Eｸ クロのあたらしいうち エマ・チチェスター・クラーク‖作・絵

Eｸ アインシュタイン トーベン・クールマン‖作

Eｺ ２ひきのジャッカル 愛甲 恵子‖再話

Eｺ はくさいぼうやとねずみくん 堀米 薫‖ぶん

Eｻ 眠り猫 宝井 琴調‖文

Eｻ はらぺこ横綱 宝井 琴調‖文

Eｼ アレッポのキャットマン アイリーン・レイサム‖著

Eｼ フンコロガシといしころ クレール・シュヴァルツ‖作

Eｼ はろるどのたからさがし クロケット・ジョンソン‖原作

Eｽ ぼくのがっこう 鈴木 のりたけ‖作・絵

Eﾀ おかえり、ウミガメ 高久 至‖写真・文

Eﾂ にんきものいちねんせい つちだ のぶこ‖え

Eﾅ すてきなひとりぼっち なかがわ ちひろ‖作

Eﾊ 二平方メートルの世界で 前田 海音‖文

Eﾊ ぼくとがっこう 谷川 俊太郎‖文

Eﾐ モグラのモーとグーとラーコ みやにし たつや‖作・絵

Eﾐ せかいのはてまでひろがるスカート ミョン スジョン‖作

Eﾔ アンパンマンとまほうのロープ やなせ たかし‖作・絵

Eﾕ おやまでテント ゆーち みえこ‖作

Eﾙ こころにいつくしみの種をまく ダライ・ラマ１４世‖文

Eﾜ ふくろうのそめものや 松谷 みよ子‖ぶん


