
新着図書
原村図書館

深海生物 藤原 義弘

自分をたいせつにする本 服部 みれい

こどもサピエンス史 ベングト＝エリック・エングホルム

おかねってなぁに？ おかだ さえ

パパラギ ツイアビ

リスク心理学 中谷内 一也

みんな自分らしくいるためのはじめてのＬＧＢＴ 遠藤 まめた

防災ハンドメイド 辻 直美

頭が良くなるアウトプット 齋藤 孝

頭が良くなるインプット 齋藤 孝

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

チバニアン誕生 岡田 誠

ホタルイカは青く光る 阿部 秀樹　写真と文

ナメクジはカタツムリだった？ 武田 晋一　写真・文

子育てがんばる、カメムシのおかあさん 新開 孝　写真と文

壊れた脳と生きる 鈴木 大介

生きのびるための流域思考 岸 由二

はっけん！！おてつだいやってみ隊 鈴木 みゆき監修

はじめてのおさいほうＢＯＯＫ 手ぬい編 高橋 恵美子

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

たとえ悪者になっても 佐藤 真澄

てづくりおもしろおもちゃ かこ さとし

きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集　おはなし工作 きむら ゆういち
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

ぼくらは森で生まれかわった おおぎやなぎ ちか

夏休みルーム はやみね かおる

青く塗りつぶせ 阿部 夏丸

スウィートホーム 花里 真希

かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり 原 ゆたか

先生、感想文、書けません！ 山本 悦子

Ｆができない 升井 純子

ランペシカ 菅野 雪虫

かげろうのむこうで 斉藤 洋

友だちは図書館のゆうれい 草野 あきこ

友だちは図書館のゆうれい 草野 あきこ

みんなのためいき図鑑 村上 しいこ

あなたがいたところ 中澤 晶子

さよならのたからばこ 長崎 夏海

オイモはときどきいなくなる 田中 哲弥

妖怪一家の時間旅行 富安 陽子

はじめての夏とキセキのたまご 麻生 かづこ

ルビと子ねこのワルツ 野中 柊

オリオンの上 有島 希音

夏のカルテット 眞島 めいり

ぼくの弱虫をなおすには Ｋ．Ｌ．ゴーイング

クモのアナンシ フィリップ・Ｍ．シャーロック再話

ガラスの犬 フランク・ボーム

ラスト・フレンズ ヤスミン・ラーマン

コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン

はじめての哲学 藤田 正勝

ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口 満

テツぼん 21~24 永松 潔

呪術廻戦 14~15 芥見 下々

呪術廻戦 0 芥見 下々

薬屋のひとりごと 1~11 日向 夏原作

越境者 Ｃ．Ｊ．ボックス

薬屋のひとりごと 4~11 日向 夏

児童書

まんが

文庫本

郷土資料
諏訪の民謡 有賀 恭一

散歩しながら　諏訪湖に学ぶ 諏訪湖クラブ　編

ゆすりか １２９号 五味　里美　編集

新信濃紀行集 信濃毎日新聞社

信濃紀行集 信濃毎日新聞社出版局　編

裏の尾根遺跡（第３次） 98 原村教育委員会

赤羽遺跡（試掘調査・第２次） 100 原村教育委員会

久保地尾根遺跡（範囲確認調査・第１７次発掘調査） 101 原村教育委員会

家裏遺跡（試掘調査）前尾根西遺跡（試掘調査）二枚田遺跡（第１０次） 99原村教育委員会

事典・新書
少年法入門 廣瀬 健二
ケアとは何か 村上 靖彦

認知症そのままでいい 上田 諭

源氏物語を読む 高木 和子



一般書
スケッチジャーナル ハヤテノ コウジ

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

良いデジタル化悪いデジタル化 野口 悠紀雄

最後に殘るのは本 工作舎

１０代のための読書地図 本の雑誌編集部

本の森をともに育てたい カン マルクシル

怒れる老人 安藤 俊介

９９．９％は幸せの素人 星 渉

御朱印でめぐる信州甲州の神社 『地球の歩き方』編集室

国民義勇戦闘隊と学徒隊 斉藤 利彦

自分に還る 石川 理恵

誰があなたを護るのか 青山 繁晴原作

教養としての地理 山岡 信幸

富士山ブック 2021

この社会の歪みと希望 佐藤 優

「言葉が殺される国」で起きている残酷な真実 楊 逸

中国共産党、その百年 石川 禎浩

霞が関のリアル ＮＨＫ取材班

民法を読む技術・学ぶ技術 吉田 利宏

夫婦をやめたい 南 和行

女性受刑者とわが子をつなぐ絵本の読みあい 村中 李衣著

創業手帳 ビズシード株式会社創業手帳編集部制作

今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」 佐藤 耕紀

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

説明の一流、二流、三流 桐生 稔

きちんと伝える全技術 唐沢 明

すみません、２ＤＫってなんですか？ 日下部 理絵

女性の中年危機 スザンヌ・シュミット

限界から始まる 上野 千鶴子

３１ｃｍ Ｊａｐａｎ　Ｈａｉｒ　Ｄｏｎａｔｉｏｎ　＆　Ｃｈａｒｉｔｙ監修
スマホで防災 宮下 由多加

マンガで解決親の介護とお金が不安です 上大岡 トメ

つながり続けるこども食堂 湯浅 誠

「音」からひろがる子どもの世界 吉永 早苗
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

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

宇宙を解く唯一の科学熱力学 ポール・セン

生命海流 福岡 伸一

ダニが刺したら穴２つは本当か？ 島野 智之

きっと誰かに教えたくなる蚊学入門 一盛 和世著

もしも人食いワニに嚙まれたら！ 福田 雄介

漢方的おうち健診 櫻井 大典

3類　社会科学

4類　自然科学

2類　歴史

０類　総記

1類　哲学

社会不安障害を学び緊張しない自分になる ゆうき ゆう監修

本音を言おうとすると涙が出てくる ゆりか

「死にたい」の根っこには自己否定感がありました。 咲 セリ

こむら返り 出沢 明

依存症がわかる本 松本 俊彦監修

白髪は防げる！ 辻 敦哉

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

ハーバード×スタンフォードの眼科医が教える放っておくと怖い目の症状２５ 梶原 一人

耳が遠くなった？と思ったら読む本 市村 恵一

喫煙社員ゼロの時代へ 荒島 英明

体が生まれ変わる！階段筋トレ 松尾 タカシ監修

いやし図鑑 信田 広晶

入浴は究極の疲労回復術 早坂 信哉

カラダに効く！タンパク質まるわかりＢＯＯＫ 藤田 聡監修

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

医師が教える新型コロナワクチンの正体 内海 聡

その病気、市販薬で治せます 久里 建人

近親殺人 石井　光太　

気候崩壊 宇佐美 誠

環境専門家になるには 小熊 みどり

重曹＆お酢 岩尾 明子監修

ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥの子ども服
ソーイング・ナーサリー

ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ

初めてでも作れる！ハンドメイドの帽子ＢＯＯＫ ｍａｍｅｃｏ

ダーニング刺繡 ミムラ トモミ

手で編むみんなの布ぞうり 小石 正子

アレンジいっぱい！ハンドメイドのリ
ボンＢＯＯＫ

山口 路子

リュック作り教室 水野 佳子

日本一ていねいな定番家ごはん こじま ぽん助

魔法のアイスレシピ シズリーナ荒井

やせる高たんぱくレシピ１００ 工藤 孝文医学監修

ラクしておいしい台所術 主婦の友社

食文化・郷土料理がわかる世界の国旗弁当 青木 ゆり子

透明和菓子ごよみ 鳥居 満智栄

栄養素も鮮度も１００％キープ！おい
しい冷凍保存術

島本 美由紀

はじめまして韓国カフェスイーツ 福本 美樹

じママの全力おうち遊び じママ

子育ての常識から自由になるレッスン 高石 恭子

山を買いたい！ 

本の力 酒井 京子

ちいさなぬくもり 森本 俊司文

ありがとう 田畑 精一［述］
ぼくのお父さん 矢部 太郎

まねる写真術 河野 鉄平

生きがいのボランティアおもちゃドクター 市来 歳世彦

5類　技術

6類　産業

7類　芸術

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

１４歳からの新しい音楽入門 久保田 慶一

アスリートは歳を取るほど強くなる ジェフ・ベルコビッチ

ＴＨＥ　ＧＯＡＬ　ＩＳ　ＹＯＵＲ
ＳＭＩＬＥ

スポーツこころのプロジェクト

ほめて伸ばすコーチング 林 壮一

ピラティス大全 菅原 順二監修

見るだけでうまくなる！陸上競技の基礎 後藤 彰英

沢登り 山と溪谷社

やってみよう！車中泊 大橋 保之

知識ゼロからの釣り入門 つり具の上州屋アウトドアワールド東大和店監修

フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡 乾

朗読ワークショップ 青木 裕子

国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ

佐藤愛子の世界 

食卓で読む一句、二句。 夏井 いつき

光源氏に迫る 宇治市源氏物語ミュージアム

アガワ流生きるピント 阿川 佐和子

ショローの女 伊藤 比呂美

人生「散りぎわ」がおもしろい 下重 暁子

バブル、盆に返らず 甘糟 りり子

「あいだ」の思想 高橋 源一郎

新・人間関係のルール 辛酸 なめ子

作家と犬 平凡社編集部

美女の魔界退治 林 真理子

もう革命しかないもんね 森 元斎

シルクロード 安部 龍太郎

日本の原風景 安野 光雅

南の風に誘われて 椎名 誠

パンデミック日記 「新潮」編集部

アレクシエーヴィチとの対話 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ

8類　言語

9類　文学（随筆など）



小説（日本文学）

氷柱の声 くどう れいん

仮面 伊岡 瞬

琉球警察 伊東 潤

スモールワールズ 一穂 ミチ

Ｐｈａｎｔｏｍ 羽田 圭介

罪の因果性 横関 大

ナインストーリーズ 乙川 優三郎

医学のつばさ 海堂 尊

がん消滅の罠  1~2 岩木 一麻

小夜啼鳥に捧ぐ 橘 あおい

遠（とおくの）巷説百物語 京極 夏彦

朔が満ちる 窪 美澄

星影さやかに 古内 一絵

水たまりで息をする 高瀬 隼子

まぜるな危険 高野 史緒

枝の家 黒井 千次

象の皮膚 佐藤 厚志

一夜の夢 佐伯 泰英

高瀬庄左衛門御留書 砂原 浩太朗

神よ憐れみたまえ 小池 真理子

君と歩いた青春 小路 幸也

明日は結婚式 小路 幸也

婿どの相逢席 西條 奈加

クヌギ林の妖怪たち 斉藤 洋

貝に続く場所にて 石沢 麻依

オーバーヒート 千葉 雅也

海神の子 川越 宗一

兵諌 浅田 次郎

ｉｎｖｅｒｔ 相沢 沙呼

長い一日 滝口 悠生

白光 朝井 まかて

鳥がぼくらは祈り、 島口 大樹

大連合 堂場 瞬一

万事快調（オール・グリーンズ） 波木 銅

亜ノ国ヘ 柏葉 幸子

我が産声を聞きに 白石 一文

もういちど 畠中 恵

あなたにオススメの 本谷 有希子

ＱＵＥＥＮ 麻生 幾

ヒトコブラクダ層ぜっと 上・下 万城目 学

ブレイクニュース 薬丸 岳

彼岸花が咲く島 李 琴峰

ミラーワールド 椰月 美智子

ＪＡＧＡＥ 夢枕　獏　

日本文学

絵本

街どろぼう ｊｕｎａｉｄａ

うしさんぎゅうにゅうくださいな あおき あさみ

ふぶきがやんだら あかし のぶこ

あかくんうみをわたる あんどう としひこ

すなのおしろ エイナット・ツァルファティ

あきのおさんぽいいものいくつ？ おおたぐろ まり

きみとぼくがつくるもの オリヴァー・ジェファーズ

いろいろかえる きくち ちき

たいせつなぎゅうにゅう キッチンミノル

子どもの本で平和をつくる キャシー・スティンソン

スティーブン・ホーキング キャスリーン・クラル

おおきなきとであったら くさはら かな

ジェシカといっしょ ケビン・ヘンクス

くまごろうとちゅうたのあそびえほん こが ようこ

へんてこひろば こが ようこ構成

いちばんせんちょう こさか まさみ

おおきくなってね ごんもり なつこ

ぼくは川のように話す ジョーダン・スコット

真夜中のちいさなようせい シン ソンミ

れいちゃんのきせつのせいかつえほん すとう あさえ

うさぎちゃんうみへいく せな けいこ

かぶとむしがにげた！ たしろ ちさと

うさこちゃんのさがしもの ディック・ブルーナ

きょうはたびびより とうごう なりさ

ムーミントロールと真夏のミステリー トーベ・ヤンソン

ムーミン一家の海の冒険 トーベ・ヤンソン

て とのむら せつこ

はげたかのオーランドー トミー・ウンゲラー

だいじなくつ にしむら あつこ

ずんずんばたばたおるすばん ねじめ 正一

すすめろめんでんしゃ のさか ゆう

スパーキーとスパイク バーバラ・ロウエル

水族館 ほりかわ あやこ

しもばしらしゃくしゃく ほりかわ りまこ

わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきの ゆみこ

ビアトリクス・ポターの物語 リンゼイ・Ｈ．メトカーフ

かんらんしゃにのったよ 安江 リエ

しずく 越智 典子

むしがこんなことしていたよ 越智 典子

なんだこれは 横山 寛多

うどんできた！ 加藤 休ミ

いたいときのおまじない 角野 栄子

せんろをまもる！ドクターイエロー 鎌田 歩

うみのなかがみえるよ 荒川 暢

E　絵本

ゆびのこと、しってる？ 黒沼 ユリ子

カイマンのダンス 市川 里美

ゆきのひのおかいもの 小野寺 悦子

いいおかお 松谷 みよ子

ぱったんして 松田 奈那子

ほらふきカールおじさん 斉藤 洋文

オレじてんしゃ！ 石井 聖岳

のぼれ！ケーブルカー 石橋 真樹子

すやすやおやすみ 石津 ちひろ

お化けの猛暑日 川端 誠

ギーコギーコ 太田 大輔

つかめるかな？ 大橋 政人

ほわほわひつじ 池谷 陽子

学校が大好きアクバルくん 長倉 洋海

とわちゃんとシナイモツゴのトトくん 田島 征三

てじなのやかた 土屋 富士夫

もしものくに 馬場 のぼる

わたしのかみがた 樋勝 朋巳

もういいかあい？はるですよ 富安 陽子

たけのこぐんぐん 福知 伸夫

ひらいてみると 福知 伸夫

つめたいあさのおくりもの 片山 令子

うえきやさんがやってきた 片平 直樹

あっぱれ！どぐうちゃん 堀切 リエ

ナキウサギの山 本田 哲也

わたしもかぜになれるのよ 木坂 涼ぶん

いろんなむしあつめたよ 廣野 研一

せみのこえ 槐 真史ぶん

ようこそぼくのてのひらへ 澤口 たまみ

たんぼにあおぞらみーつけた！ 澤口 たまみ

おしりじまん 齋藤 槇

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


