
新着図書
原村図書館

郷土の発展につくした先人 1～5 北　俊夫　監修

かけはし 中川　なをみ　作

新・日本のすがた 1~9 帝国書院編集部　編集

聞かせて、おじいちゃん 横田　明子　

仕事のくふう、見つけたよ 1~3
『仕事のくふう、見つけた
よ』編集委員会　編

パパとママのぜんぶがわかるせつめいしょ フランソワーズ・ブシェ　

みんな自分らしくいるためのはじめてのＬＧＢＴ 遠藤　まめた　

オマルとハッサン ヴィクトリア・ジェミスン　作

水害の大研究 河田　惠昭　監修

防災ハンドメイド 辻　直美　

包装のひみつ 梅屋敷　ミタ　まんが

教科書の外で出会う、ぼくらの身のま
わりの理科

うえたに夫婦　

なぜ私たちは理系を選んだのか 桝　太一　

すごすぎる天気の図鑑 荒木　健太郎　

チバニアン誕生 岡田　誠　

さぐろう生物多様性 岡崎　務　

もっと知りたいさくらの世界 1~3 勝木　俊雄　監修

昆虫記すばらしきフンコロガシ ジャン＝アンリ・ファーブル　作

小さな里山をつくる 今森　光彦　

カブトムシの音がきこえる 小島　渉　文

わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花　文

日本サンショウウオ探検記 関　慎太郎　写真・文

サンゴ礁の海 大方　洋二　

カラスのいいぶん 嶋田　泰子　

命の境界線 今西　乃子　

この世界からサイがいなくなってしまう 味田村　太郎　文

ウイルス・感染症と「新型コロナ」後
のわたしたちの生活 1~6

稲葉　茂勝　

壊れた脳と生きる 鈴木　大介　

ビタミン剤のひみつ おぎの　ひとし　まんが

子どもに伝えたい和の技術 1~12 和の技術を知る会　

じどう車ずかんをつくろう 1~6 岡田　博元　監修

和紙ってなに？ 1~4 「和紙ってなに？」編集室　編

はじめてでもかんたん！小学生のお料理レシピ 川平　稔己　監修

未来をつくる！日本の産業 1~7

うねゆたかの田んぼの絵本 1~5 宇根　豊　作

まるごときゅうり 八田　尚子　構成・文

くじらの子 石川　梵　写真と文

観光を考える 1~4 小林　寛則　

自由研究もエコで楽しく！ペットボト
ル・牛乳パックのかんたん工作

くるくるリサイクル工作研究会　

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく 1~7 伝統的工芸品産業振興協会　監修

囲碁 伝承遊びを伝える会　

チェス 伝承遊びを伝える会　

将棋 伝承遊びを伝える会　

学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野　真二　

新俳句・季語事典 1~5 石田　郷子　

ハジメテヒラク こまつ　あやこ　

そのときがくるくる すず　きみえ　作

トムと３時の小人 たかどの　ほうこ　作

千紘くんは、あたし中毒（ホリック）。 1 伊藤　里　原作・絵

正吉とヤギ 塩野　米松　文

チョコレートのおみやげ 岡田　淳　文

エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一　作

みゆは落とし物名たんてい！ 花田　しゅー子　作

区立あたまのてっぺん小学校 間部　香代　作

れんこちゃんのさがしもの 戸森　しるこ　作

スイマー 高田　由紀子　

月にトンジル 佐藤　まどか　作

すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上　一平　作

がっこうかっぱのおひっこし 山本　悦子　作

ボーダレス・ケアラー 山本　悦子　

庭 小手鞠　るい　作

午前３時に電話して 小手鞠　るい　

森の歌が聞こえる 小手鞠　るい　

はなの街オペラ 森川　成美　作

あいがあれば名探偵 杉山　亮　作

あしたもオカピ 斉藤　倫　作

拝啓パンクスノットデッドさま 石川　宏千花　作

用具室の日曜日 村上　しいこ　作

私立五芒高校恋する幽霊部員たち 谷口　雅美　

カイトとルソンの海 土屋　千鶴　作

セカイのハテナ 藤咲　あゆな　作

戦国姫 藤咲　あゆな　作

Ｓｕｒｆ　Ｂｏｙｓ 南田　幹太　

サマークエスト 北山　千尋　作

しんぱいせんせい 北川　チハル　作

小説ましろのおと 1~2 羅川　真里茂　原作・絵

夏のカルテット 眞島　めいり　

海を見た日 Ｍ．Ｇ．ヘネシー　作

５０００キロ逃げてきたアーメット オンジャリ　Ｑ．ラウフ　作

ラスト・フレンズ ヤスミン・ラーマン　

キプリング童話集 ラドヤード・キプリング　作

コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン　作

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー　作

深掘り！中学数学 坂間　千秋　

呪術廻戦 1~13 芥見　下々　

アルキメデスの大戦 24 三田　紀房　

海帝 8 星野　之宣　

図書館の大魔術師 5 泉　光　画

薬屋のひとりごと 1~8 日向　夏　原作

ハンター×ハンター ＮＯ．３６ 冨樫　義博　

七つの大罪 1~15 鈴木　央　

入舟長屋のおみわ 2 山本　巧次　

薬屋のひとりごと 1~3 日向　夏　

ランチのアッコちゃん 柚木　麻子　

児童書

まんが

文庫本



地域総合研究 第２１号　Ｐａｒｔ１ 松本大学地域総合研究センター　編

『大塔物語』をめぐる知の系脈 佐倉　由泰　

村誌　王滝 歴史編１ 王滝村誌編纂委員会　編

諏訪地方の語り伝承 第二集 茅野市八ヶ岳総合博物館　編
中学生の「税についての作文」「税に
関する高校生の作文」入選作品集 令和
２年度
長野県雇用環境等実態調査結果報告書 令和２年

諏訪教育 第１４０号 諏訪教育会　編

自然調査研究紀要 令和２年度

辰野町の指定文化財 辰野町教育委員会　編

長野県文化財要覧 その３０ 長野県教育委員会　編
中村不折：伊那谷から世界へ：令和２
年度冬季展：洋画家・書家・コレク
ター
きもの１２０ たちばな　編

風 第１０５号

日本の図書館 2020
日本図書館協会図書館調査
事業委員会日本の図書館調
査委員会　編集

環境白書　循環型社会白書／生物多様
性白書 令和３年版

環境省大臣官房環境計画課　編集

ブッダが説いた幸せな生き方 今枝　由郎　

日本の農村 細谷　昻　

チャリティの帝国 金澤　周作　

郷土資料

事典・新書

一般書
アプリケーションエンジニアになるには 小杉　眞紀　

今すぐ使えるかんたんぜったいデキま
す！タブレット超入門

森嶋　良子　

メディアをつくる！ 池上　彰　

この本読んで！ ２０２１夏

思言敬事 加藤　敬事　

河合隼雄 河合　隼雄　

怒れる老人 安藤　俊介　

高校生しなくてもいいこと 渡辺　憲司　執筆・監修

新世界海賊の作法 山田　吉彦　監修

国民義勇戦闘隊と学徒隊 斉藤　利彦　

戦争というもの 半藤　一利　

発掘された日本列島 2021 文化庁　編

お姫様と名建築 嶽本　野ばら　

１３歳からのレイチェル・カーソン 上遠　恵子　監修

地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 作田　龍昭　

０類　総記

1類　哲学

2類　歴史

女たちのポリティクス ブレイディみかこ　

むずかしい天皇制 大澤　真幸　

記憶を拓く 信濃毎日新聞社編集局　編

池上彰の君と考える戦争のない未来 池上　彰　

消えたヤマと在日コリアン 細見　和之　

伝説の経営者たちの成功と失敗から学
ぶ経営者図鑑

鈴木　博毅　

日本を寿ぐ ドナルド・キーン　

資本主義と危機 マルクス・ガブリエル　

すみません、２ＤＫってなんですか？ 日下部　理絵　

失われた賃金を求めて イ　ミンギョン　

我は、おばさん 岡田　育　

ひきこもっていても元気に生きる 高井　逸史　編

万引き 伊東　ゆう　

四人はなぜ死んだのか 三好　万季　

近親殺人 石井　光太　

しゃべらなくても楽しい！シニアの
座ってできる健康体操５０

斎藤　道雄　

ぼくと目の見えない内田さんがであっ
たはなし

赤木　かん子　

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中　英樹　編

つながり続けるこども食堂 湯浅　誠　

福島環境再生１００人の記憶　：　震
災から１０年。１００人の証言で綴る
福島のこれまでとこれから。

経済学部 山下　久猛　

マンガで分かる！子どもって「いい
ね！」のみつけかた

大豆生田　啓友　監修・文

子どもは「親の心配」をランドセルに
入れて登校しています

桑原　朱美　

イラストでわかる自己肯定感をのばす育て方 諸富　祥彦　監修

桃太郎の発生 花部　英雄　

科学と社会へ望むこと 池内　了　

ものが語る教室 盛口　満　

「数学をする」ってどういうこと？ 小山　信也　

星の王子さまの天文ノート 縣　秀彦　編

方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉　サキ　

生命海流 福岡　伸一　

まんがでわかるみんなの遺伝子の謎 Ｃ．フランドリ　作

クモの巣ハンドブック 馬場　友希　

昆虫学者の目のツケドコロ 井手　竜也　

武器を持たないチョウの戦い方 竹内　剛　

もっとディープに！カラス学 杉田　昭栄　

ツバメのせかい 長谷川　克　

キリンの保育園 齋藤　美保　

スマホ脳 アンデシュ・ハンセン　

老いの取扱説明書 

果糖中毒 ロバート・Ｈ．ラスティグ　

発達障害を家族で乗り越える本 宮尾　益知　監修

「死にたい」の根っこには自己否定感
がありました。

咲　セリ　

潰瘍性大腸炎・クローン病が治る本 西本　真司　

3類　社会科学

4類　自然科学

パニック障害 坪井　康次　監修

慢性便秘・ガス腹・過敏性腸症候群 

東大教授が本気で教える「ひざの痛み」解消法 福井　尚志　監修

耳が遠くなった？と思ったら読む本 市村　恵一　

まいにちタマゴ タマゴ科学研究会　

「会社がしんどい」をなくす本 奥田　弘美　

鎌田式健康手抜きごはん 鎌田　實　

体が生まれ変わる！階段筋トレ 松尾　タカシ　監修

自粛するサル、しないサル 正高　信男　

報道記録新型コロナウイルス感染症 読売新聞東京本社調査研究本部　編

脳の毒を出す食事 白澤　卓二　

散歩で見つける薬草図鑑 指田　豊　監修

ＣＡＤが一番わかる 大高　敏男　

土木の仕事ガイドブック 柴田　久　編

気候崩壊 宇佐美　誠　

環境専門家になるには 小熊　みどり　

地域Ｎｏ．１工務店の「圧倒的に実践する」経営 伊藤　謙　

栗村修の今日から始めるスポーツ自転車生活 栗村　修　

核のゴミ 古儀　君男　

毎日がもっと輝くみんなの文具術 日本能率協会マネジメントセンター　編

６０歳からのお楽しみ生活 中山　庸子　

今だから、家事のしくみを、整える 

「サラリーマン女子」、定年後に備える。 大江　加代　

ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥの子ども服
ソーイング・ナーサリー

ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ　

訪問調理師ごはんさんの野菜大好きレシピ ごはんさん　

私の梅仕事 横山　タカ子　

ハツ江おばあちゃんのおうち和食１００レシピ 高木　ハツ江　

鮭とごはんの組み立て方 佐藤　友美子　

みんなの買い物大全 心地よい暮らし研究会　

父ちゃんの料理教室 辻　仁成　

藤井弁当 藤井　恵　

ひとりを愉しむ食事 有元　葉子　

あそびアイデアＢＯＯＫ 開　一夫　監修

子どもと食べたいレンチン作りおき 中村　美穂　

マンガでわかる楽しい草取り 西尾　剛　

植物と暮らすアイデア 朝日新聞出版　編

よくわかる多肉植物 田邉　昇一　監修

これからの日本のジビエ 押田　敏雄　編

パッケージツアーの文化誌 吉田　春生　

みにくいマルコ にしの　あきひろ　

まねる写真術 河野　鉄平　

１曲１分でわかる！吹奏楽編曲されて
いるクラシック名曲集

柴田　克彦　

こうして生まれた日本の歌 伊藤　千尋　

面白いほど記憶に残る迷わない漢字 話題の達人倶楽部　編
心が豊かになる日本の美しい言葉の由
来

高橋　こうじ　

8類　言語

5類　技術

6類　産業

7類　芸術



文豪たちの断謝離 豊岡　昭彦　編

ひらめく！作れる！俳句ドリル 岸本　尚毅　

どこからか言葉が 谷川　俊太郎　

「あいだ」の思想 高橋　源一郎　

生老病死 山折　哲雄　

幕張少年マサイ族 椎名　誠　

養老先生のさかさま人間学 養老　孟司　

鉄道無常 酒井　順子　

パンデミック日記 「新潮」編集部　編

ねぼけノート あさと　ひわ　

9類　文学（随筆など）

小説（日本文学）
星に祈る あさの　あつこ　

東京のぼる坂くだる坂 ほしお　さなえ　

ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部　和重　

罪の因果性 横関　大　

薔薇のなかの蛇 恩田　陸　

白医 下村　敦史　

医学のひよこ 海堂　尊　

インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川　博子　

呪術廻戦 　逝く夏と還る秋 芥見　下々　原作

呪術廻戦  夜明けのいばら道 芥見　下々　原作

インドラネット 桐野　夏生　

アンソーシャルディスタンス 金原　ひとみ　

ランチ酒 3 原田　ひ香　

リボルバー 原田　マハ　

星影さやかに 古内　一絵　

宗棍 今野　敏　

最終飛行 佐藤　賢一　

梅花下駄 佐伯　泰英　

雨の日は、一回休み 坂井　希久子　

雨夜の星たち 寺地　はるな　

神よ憐れみたまえ 小池　真理子　

まだ人を殺していません 小林　由香　

君と歩いた青春 小路　幸也　

プリンス 真山　仁　

まりも日記 真梨　幸子　

火車の残花 神永　学　

アメイジング・グレイス 神渡　良平　

スカイツリーの花嫁花婿 青柳　碧人　

あるヤクザの生涯 石原　慎太郎　

海神の子 川越　宗一　

うらんぼんの夜 川瀬　七緒　

姉の島 村田　喜代子　

神さまのいうとおり 谷　瑞恵　

ログ・ホライズン 池梟　リョーマ　

琥珀の夏 辻村　深月　

野球が好きすぎて 東川　篤哉　

世阿弥最後の花 藤沢　周　

大連合 堂場　瞬一　

雷神 道尾　秀介　

緊急事態下の物語 尾崎　世界観　

本心 平野　啓一郎　

黒牢城 米澤　穂信　

いつも来る女の人 片岡　義男　

ヒトコブラクダ層ぜっと 上下 万城目　学　

ＪＡＧＡＥ 夢枕　獏　

風よ僕らの前髪を 弥生　小夜子　

ブレイクニュース 薬丸　岳　

月下のサクラ 柚月　裕子　

絵本
あかくんまちをはしる あんどう　としひこ　さく

空とぶ馬と七人のきょうだい イチンノロブ・ガンバートル　文

たったひとりのあなたへ エイミー・リード　文

おもわずおもわず えがしら　みちこ　作

たろうがらす　じろうがらす かこ　さとし　

ひとがつくったどうぶつの道 キム　ファン　文

ドン・ウッサ　グッスリだいぼうけん！ キューライス　

すいかのたね グレッグ・ピゾーリ　作

ぼくのなかの木 コリーナ・ルウケン　絵と文

野ばらの村のピクニック ジル・バークレム　作・絵

真夜中のちいさなようせい シン　ソンミ　絵と文

ことりのぴーと ディック・ブルーナ　ぶん　え

ムーミントロールと真夏のミステリー トーベ・ヤンソン　原作・絵

そらまめくんのまいにちはたからもの なかや　みわ　さく

ぼくのバス バイロン・バートン　作・絵

かぜのうた フィリップ・ジョルダーノ　え

お月さんのシャーベット ペク　ヒナ　作

あおいろペンギン ペトル・ホラチェック　作

ちびクワくんどんぐりぼうしはどこ？ やました　こうへい　作

わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきの　ゆみこ　作

あんなにあんなに ヨシタケ　シンスケ　

青い花 安房　直子　作

デリバリーぶた 加藤　休ミ　作

いたいときのおまじない 角野　栄子　作

カイマンのダンス 市川　里美　作

ポリポリ村のみんしゅしゅぎ 蒔田　純　文

みちとなつ 杉田　比呂美　さく

ほらふきカールおじさん 斉藤　洋　文

富士山にのぼる 石川　直樹　

野ねずみきょうだいの草花あそび 初夏から秋まで相澤　悦子　さく

おはよう！げんき？ 村上　勉　絵

絵本江戸のくらし 太田　大輔　作

かんじるえ 大谷　陽一郎　さく

びりびり 中新井　純子　作

空よ！ 内田　麟太郎　詩

わたしのかみがた 樋勝　朋巳　作

あっぱれ！どぐうちゃん 堀切　リエ　ぶん

ナキウサギの山 本田　哲也　作

おめん 夢枕　獏　作

空き家 有田　奈央　文

あなたがだいすき 鈴木　まもる　作

としょかんのきょうりゅう 鈴木　まもる　作・絵

インターネットからの予約ができ
ます。
カウンターで初回利用登録が必要です。

読書感想文の課題図書の貸出期間
は1週間です。

諏訪公共図書館ネットワーク

すわズラ～

おしらせ


