
新着図書
原村図書館

アイスクリームここが知りたい！　

ミライを生きる君たちへの特別授業　 ジュニスタ集部

１０歳のミッション　 齋藤孝

世界の国が好きになる国旗図鑑　 小林知之

なぜ世界を知るべきなのか　 池上彰
みんなで学ぼう１７のゴールイラストブックＳＤＧｓ　 ルイーズ　スピルズベリー文

妖怪がやってくる　 佐々木高弘

わくわく科学実験図鑑　 クリスタル　チャタトン　

雲と雨の大研究　 荒木健太郎

旅をしたがる草木の実の知恵　 盛口満文　絵

はっけん！オオサンショウウオ　 関慎太郎写真

こども環境学 朝岡幸彦

無駄なマシーンを発明しよう！　 藤原麻里菜

コーヒー　 石脇智広

バナナ　 佐藤靖明

パイナップル　 竹内誠人

きのこのこのこふしぎのこ　
ジュニア選手のための夢をかなえる「スポーツノート」活用術　 佐藤雅幸

どっちでもいい子　 かさいまり　作

キャプテン　 ちばあきお　原作

都会（まち）のトム＆ソーヤ　18 はやみねかおる　

おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん　 角野栄子　さく

かずさんの手　 佐和みずえ　作

介助犬チェリーのパピーウォーカー　 山口理　作

おまつりのおばけずかん　 斉藤洋　作

カイとティム影の国のぼうけん　 石井睦美　作

家族セッション 辻みゆき

ここではない、どこか遠くへ　 本田有明　作

わたしは夢を見つづける　 ジャクリーン　ウッドソン　作

くしゃみおじさん　 オルガ　カブラル　作

ミシシッピ冒険記　 ダヴィデ　モロジノット

食べものから学ぶ世界史　 平賀緑

プリニウス　11 ヤマザキマリ

応天の門　1～14 灰原薬

重版出来！　15・16 松田奈緒子

逃げ上手の若君　1・2

天命の巫女は紫雲に輝く　 朝田小夏　

天命の巫女は白雨に煙る　 朝田小夏　

児童書 まんが

文庫本

郷土資料
長野県立歴史館収蔵文書目録　20 長野県立歴史館∥集

長野県立歴史館　研究紀要　第２７号 長野県立歴史館∥集

学芸員が語る長野県立歴史館所蔵品選　第１巻　絵画

八ヶ岳　諏訪　ビーナスライン　

甲斐・信濃探勝志 小泉　敏夫　著

仏法紹隆寺歴史探訪　第４２巻 小泉　敏夫　著

信濃・善光寺歴史探訪　第４１巻 小泉　敏夫　著

華麗な創造　観追想　第４３巻 小泉　敏夫　著

動植物画の世界　観追想　第４４巻 小泉　敏夫　著

諏訪地方統計要覧　令和２年度版 諏訪地方統計事務連絡会議　

カイコの女神たち 信濃路てくてく　集

原村議会会議録　令和３年第１回　定例会原村議会　

原村　一般会計　特別会計　企業会計　歳入歳出決算書　令和２年度長野県諏訪郡原村　

事典・新書
くらべてわかるカエル　 松橋利光
活劇映画と家族 筒井康隆

定年後の作法　 林望

ご自宅から、諏訪地域の公共図書館の蔵書
が検索・予約できます。

★☆ すわズラ～でできること ☆★

諏訪6市町村公共図書館の蔵書の検索・予約
受け取り図書館も指定できます（ただし、受取館での利用
登録が別途必要です）

貸出中の本の状況の確認、延長手続き

新着図書の確認

「お気に入りリスト」の作成 など

初めて「すわズラ～」を使って資料を予約する場合
は利用登録が必要です。

電子申請で利用登録の手続きができます。
・原村に利用者登録がある方に限ります。
・登録処理までに1日ほどお時間をいただきます。
・2022年2月までの試行運用です。

【申請フォーム】

https://logoform.jp/form/usSk/33080

【すわズラー】

http://www.libnet-suwa.gr.jp/

申請フォーム



一般書
できるChromebook　 法林岳之

“グリムおばさん”とよばれて シャルロッテ　ルジュモン
「本の寺子屋」新時代へ 「信州しおじり本の寺子屋」研究会

十四歳からの読書ナビ　 小原信

わたしのなつかしい一冊　 池澤夏樹

博物館の世界　 栗原祐司

ミュージアムグッズのチカラ　 大澤夏美

イラストですぐわかる！息子のトリセツ　黒川伊保子

７０歳が老化の分かれ道　 和田秀樹

本当の「心の強さ」ってなんだろう？　齋藤孝

一つ目の諏訪大明神　 皆神山すさ

１３歳からのキリスト教　 佐藤優

かわいい古代　 譽田亜紀子

知られざる古墳ライフ　 譽田亜紀子

後列のひと　 清武英利

フランス革命の女たち　 池田理代子

皇室　９１号（令和３年夏）

君か、君以外か。　 ＲＯＬＡＮＤ

世界でいちばん幸せな男　 エディ　ジェイク

渋沢栄一伝　 井上潤

０メートルの旅　 岡田悠

世界のすごい城と宮殿333　 地球の歩き方集室集

世界のすごい巨像　 地球の歩き方集室集

漂流者は何を食べていたか　 椎名誠

４７都道府県ニッポン学び旅200　 梅澤真一

内山節と語る未来社会のデザイン1～3 内山節

立花隆　最後に語り伝えたいこと　 立花隆

被爆者からあなたに　 日本原水爆被害者団体協議会

超加速経済アフリカ　 椿進

哲さんの声が聞こえる　 加藤登紀子

あなたにもある無意識の偏見 北村英哉

自由にはたらく副業アイデア事典　 中野貴利人

家族に頼らないおひとりさまの終活　 奥田周年共著

老後の年表　 横手彰太

子どもと性の話、はじめませんか？　 宮原由紀

シニア六法　 住田裕子

初めて「性」のことを子どもに伝える
パパとママのための教科書

川村真奈美

コロナ貧困　 藤田孝典

東日本大震災記録誌　

学びの共同体の創造　 佐藤学

ちがうことは強いこと 星山麻木
ＧＩＧＡスクール・マネジメント 佐藤明彦

アフター・コロナの学校の条件　 中村文夫

農学部　 佐藤成美

１０代の女の子の親が知っておくべき
７つのこと

リサ　ダムール

3類　社会科学

2類　歴史

０類　総記

1類　哲学

小学生の子がどんどん勉強するようになる親のすごい声かけ　葉一

すべてが武器になる　 石川明人

世界が面白くなる！身の回りの科学　 二間瀬敏史

図解身近にあふれる「相対性理論」が３時間でわかる本　 齋藤勝裕

最新の国際基準で見わける雲の図鑑　 岩槻秀明

小説みたいに楽しく読める生命科学講義　 石浦章一

食べられる草ハンドブック　 森昭彦

コケ見っけ！日本全国もふもふコケめぐり　 藤井久子

どっちがどっちまぎらわしい生きものたち　 梁井貴史

虫のぬけがら図鑑　 安田守

ぼくの昆虫学の先生たちへ　 今福龍太

なぜ眠るのか　 パトリシア　Ｓ．ダニエルズ

首・肩・腕の痛みとしびれ治療大全　 井須豊彦

髪が増える術　 辻敦哉

超音波マッサージで近視・老眼はズバリなおせる！　 田井千津子

休息の科学　 クラウディア　ハモンド

自宅で最期を迎える準備のすべて　 大軒愛美

キャラでわかる！はじめての栄養素図鑑　 田中明

食と栄養の大百科　

プラモはじめます！　 香坂きの

日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話　滝沢秀一

ごみ収集とまちづくり　 藤井誠一郎

最終結論「発酵食品」の奇跡 小泉武夫

魔法のクローゼット　 くぼしまりお

わたしの“ちょうどいい”モノ選び　 Ｅｍｉ

美容皮膚科医が教える大人のヘアケア再入門　吉木伸子

ワタナベマキのスパイス使い ワタナベマキ

まるごとレモン　 河井美歩　

うちで作るチャーハンがウマい！　 佐藤樹里

スパイスカレー新手法　 水野仁輔

３歳から始めるお料理レッスン　2 青空キッチン

自分で名付ける　 松田青子

がんばりすぎない離乳食　 伊東優子

男も育休って、あり？　 羽田共一

農業消滅　 鈴木宣弘

納豆くらべ　 石井泰二

トマトソバージュ栽培　 農文協

今さら聞けないタネと品種の話きほんのき　 農文協

いちばんよくわかる！猫の飼い方・暮らし方　 岩下理恵

岩合光昭み〜んな元気ネコ　 岩合光昭

Instagramあたらしい商品写真のレシピ　綾

ムスコ物語　 ヤマザキマリ

こぐまちゃんとしろくまちゃん　 世田谷美術館　ほか　集

4類　自然科学

5類　技術

6類　産業

7類　芸術

ちひろダイアリー 竹迫祐子著

逃げ上手の若君　1・2

箱のおりがみ　 布施知子

大事なものから捨てなさい 中村メイコ

山の単語帳　 田部井淳子

親子で「海釣り」徹底サポートＢＯＯＫ　 山口充

英語が話せる人はやっている魔法のイ
ングリッシュルーティン

Miracle　Vell　Magic

文体の舵をとれ　 アーシュラ　Ｋ．ル＝グウィン

遠き春の日々　 三田誠広

向田邦子　

屋根の上のおばあちゃん　 藤田芳康

女性に関する十二章　 伊藤整

死は最後で最大のときめき　 下重暁子

イン・マイ・ライフ　 吉本由美

渡る世間にやじ馬ばあさん　 橋田壽賀子

九十八歳。戦いやまず日は暮れず　 佐藤愛子

今日でなくてもいい　 佐野洋子

こどもは古くならない。　 糸井重里

ごきげんな散歩道　 森沢明夫

あゝ祖国よ恋人よ　 上原良司

ドストエフスキー黒い言葉　 亀山郁夫

8類　言語

9類　文学（随筆など）



小説（日本文学）

ゴースト・ポリス・ストーリー　 横関大

Butterfly　World　 岡崎琢磨

噂を売る男　 梶よう子

邯鄲の島遙かなり　上 貫井徳郎

ブランド　 吉田修一

帆神　 玉岡かおる

たまごの旅人　 近藤史恵

原因において自由な物語　 五十嵐律人

本好きの下剋上　第５部［６］ 香月美夜

兇人邸の殺人　 今村昌弘

ロータスコンフィデンシャル　 今野敏

暮鐘　 今野敏　

川のほとりで羽化するぼくら　 彩瀬まる

アイスクライシス　 笹本稜平

存在しない時間の中で　 山田宗樹　

推理大戦　 似鳥鶏

霧をはらう　 雫井脩介

とにもかくにもごはん　 小野寺史宜

シークレット・エクスプレス　 真保裕一

夜ごとの才女　 赤川次郎

バスクル新宿　 大崎梢

熱風団地　 大沢在昌

結　 大島真寿美

硝子の塔の殺人　 知念実希人

能面検事の奮迅　 中山七里

やさしい猫　 中島京子

桎梏の雪　 仲村燈

巨鳥の影　 長岡弘樹

スーパーエンジェル　 島田雅彦

星のように離れて雨のように散った　 島本理生

聖刻　 堂場瞬一

陰陽師　水龍ノ巻 夢枕獏

オーラの発表会　 綿矢りさ

地中の星　 門井慶喜

みとりねこ　 有川ひろ

逆玉に明日はない　 楡周平

日本文学

絵本

もりのブランコ　 あかしのぶこ　さく

ゴビのうた　 イチンノロブ　ガンバートル　文

ゆうちゃんとひよどり　 いまきみち　さく

ひつじかいとうさぎ　 うちだりさこ再話

しあわせをさがしているきみに　 エヴァ　イーランド　作

こなやのこねこ　 えのもとえつこ　ぶん

ことりのおまじない　 おおなり修司　文

おにとあんころもち　 おざわとしお再話

秋　 かこさとし　文　絵

おきがえあそび　 きむらゆういち　さく

きみはたいせつ　 クリスチャン　ロビンソン　作

ぱたぱたするするがしーん　 くりはらたかし　作

リュックしょってピクニック　 こさかまさみ　さく

タンポポのたねどうしてとんでいくの？　ごとうまきこ　え

エリンとまっくろ岩のひみつ　 ジョー　トッド＝スタントン　さく

としょかんはどこへ？　 ジョシュ　ファンクぶん

野ばらの村のけっこんしき　 ジル　バークレム作　絵

くろねこのほんやさん　 シンディ　ウーメ文　絵

おやすみとおはようのあいだ　 スギヤマカナヨ

にかいだてバスにのって　 せきなつこ　さく

まーるいまーるい　 せなけいこ　作　絵

おじいちゃんのたびじたく　 ソヨン　文　絵

ぺちゃくちゃばーぶー　 たかどのほうこ　さく

のってみたいな　 たむらしげる　作　

パンツのなかのまほう　 なかがわさやこ　さく

いいおてんき　 なかのゆき文

止めなくちゃ！気候変動　 ニール　レイトン作　絵

ゆかしたのワニ　 ねじめ正一　文

ちいさなちいさな　 マリウス　マルツィンケヴィチウス　し

きんたろうようちえん　 やぎたみこ　作

ねられんねられんかぼちゃのこ　 やぎゅうげんいちろう　さく

なむちんかむちん　 やぎゅうげんいちろう　さく

おばけのジョージーとんでいったふうせん　 ロバート　ブライト　さく

れっしゃがとおります　 岡本雄司　さく

シロナガスクジラ　 加藤秀弘　ぶん

サブコウ　 果世お話

バルバルさん　きょうはこどもデー　 乾栄里子　文

ぼくはほんやさんになる　 菊池壮一　さく

ゴトガタトラック　 古賀充　作

ひよこはにげます　 五味太郎　作　

じゃがいも　 荒井真紀　さく

はしをわたってしらないまちへ　 高科正信　文

すいめん　 高久至写真　文

うちのねこ　 高橋和枝　作

E　絵本

スプーンのおうじさま　 黒崎美穂　文

しらすどん　 最勝寺朋子　作　絵

いのちのやくそく　 三浦浩　原作　文

パパとドライブ　 山口稔子　文

リュウノヒゲ　 山根悦子　さく

おばけえんはすぐそこです　 山崎るり子　詩

かじだ、しゅつどう　 山本忠敬　さく

とのさまがえるにはるがきた　 小風さち　さく

わにわにのおでかけ　 小風さち　ぶん

さああててぼくはだれでしょう　 小野寺悦子　文

セーターパパ　 小林陽子　文

なんのくるまにのるのかな？　 小輪瀬護安　さく

こんとごん　 織田道代　ぶん

さばくのジン　 新藤悦子　ぶん

おまつり　 森洋子　作

おべんとうバスのかくれんぼ　 真珠まりこ　作　絵

もりのおふとん　 西村敏雄　さく

しんやくんのマラカス　 石川えりこ　さく

ヤドカリだんちのおまつり　 倉部今日子　作

みずのつぶがあつまると　 太田大輔　さく　え

おいしいおやつをくださいな　 大塚たえこ　さく

ああ　 大槻あかね　作

たぬきのどっきりはっぴょうかい　 大島英太郎　作

なんでももじもじ　 大日本タイポ組合　作

パパの柿の木　 谷口真知子　作

うさおとかめきちのマラソンたいかい　中垣ゆたか　作

たなのうえひこうじょう　 中村至男　さく

はなむぐり　 長谷川哲雄　さく

アンヘリータとおばあちゃん　 直江みちる　ぶん

きっておとこ　 殿内真帆　さく

ぱくぱくはんぶん　 渡辺鉄太　ぶん

しょうぼうじどうしゃじぷた　 渡辺茂男　さく

アリのかぞく　 島田拓　ぶん

いぶくろ　 洞野志保再話　絵

ねこのごろんた　 鍋田敬子　さく

ここはいつでもぼくの場所　 埜納タオ　絵

１１ぴきのねこ　ふくろのなか　 馬場のぼる

１１ぴきのねこ　 馬場のぼる

ちいさなはりねずみ　 八百板洋子　文

おもち　 彦坂有紀　さく

すいどう　 百木一朗さく

へんてこなおきゃくさん　 浜田桂子　作

ふしぎな月　 富安陽子　文

なつをみつけたよ　 平野恵理子　さく

こいぬをつれたかりうど　 牧野夏子再話

うえからみたりよこからみたり　 麻生知子　さく

おまく　 柳田国男　原作

つくってあそぼうあやつりにんぎょう　林由未　さく

しろつめくさあかつめくさ　 澤口たまみ　ぶん

ゆきふり　 澤口たまみぶん


