
新着図書
原村図書館

６さいからつかえるパソコン たにぐち まこと

しらべるちがいのずかん おかべ たかし

ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部編

１０代の君に伝えたい学校で悩むぼく
が見つけた未来を切りひらく思考

山崎 聡一郎

こども仏教 枡野 俊明監修

世界の国が好きになる国旗図鑑 小林 知之

捨てないパン屋の挑戦 井出 留美

従順さのどこがいけないのか 将基面 貴巳

絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう？ 川崎 哲監修

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

ファッションの仕事で世界を変える 白木 夏子

見た目が気になる 河出書房新社編

きかせてあなたのきもち 長瀬 正子

学校の役割ってなんだろう 中澤 渉

さわるめいろ 3 村山 純子

妖怪がやってくる 佐々木 高弘

古代文明と星空の謎 渡部 潤一

カワネズミを見てみたい！ 森本 祈恵

心とからだの倫理学 佐藤 岳詩

世界一やさしい依存症入門 松本 俊彦

きのこのこのこふしぎのこ

どんぐり・木の実の森 岩藤 しおい

すぐにできる手品 ナポレオンズ監修

小学生のためのバレーボールがうまくなる本 山野辺 善一監修

試合で勝てる！小学生のドッジボール
上達のコツ

都竹 真有美監修

都会（まち）のトム＆ソーヤ はやみね かおる原作
千紘くんは、あたし中毒（ホリッ
ク）。 3

伊藤 里原作

小説ましろのおと 3 羅川 真里茂原作

鬼滅の刃 4 吾峠 呼世晴原作

都市伝説探偵セツナ 都市伝説探偵事務所編

都会（まち）のトム＆ソーヤ はやみね かおる原作

ホオズキくんのオバケ事件簿 2～4 富安 陽子

カイとティム影の国のぼうけん 石井 睦美作

介助犬チェリーのパピーウォーカー 山口 理作

キャプテン ちば あきお原作

しゅくだいがっしょう 福田 岩緒作

こずえと申す 吉田 道子作

めしつかい猫と運命の宝石 あんびる やすこ作

パパはカッパか！？ 中山 聖子作

黄色い夏の日 高楼 方子

ライブラリー・ツインズ 日野 祐希

もうひとつのアンデルセン童話 斉藤 洋作

崖の下の魔法使い 吉野 万理子作

かえってきたネッシーのおむこさん 角野 栄子作

そらのことばが降ってくる 高柳 克弘作

とねりこ通り三丁目　ねこのこふじさん 山本 和子作

うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠 るい

ながれぼしのランドセル 光丘 真理作

オレのジタバタ記 常 新港作

真夜中の妖精 湯湯作

なかなおりの魔法 湯湯作

精霊のなみだ 湯湯作

アーサー王の世界　7 斉藤 洋作

ねこと王さま　2 ニック・シャラット作

おてんばヨリーとひげおじさん アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット作

青いつばさ シェフ・アールツ作

山賊のむすめローニャ アストリッド・リンドグレーン作

国語をめぐる冒険 渡部 泰明

重版出来！　15～16 松田 奈緒子

聖（セイント）☆おにいさん　19 中村 光

バトルスタディーズ　27～28 なきぼくろ

葬送のフリーレン 1～3 山田 鐘人原作

天命の巫女は翠花に捧ぐ 朝田 小夏著

なぞとき遺跡発掘部 1～3 日向 夏

児童書

まんが

文庫本

郷土資料
八ヶ岳　諏訪　ビーナスライン

青少年義勇軍が見た満州　：　創られ
た大陸の夢　：　令和３年度夏季企画
展

散歩しながら　諏訪湖に学ぶ 諏訪湖クラブ　編

アルピコグループ100年史　＝　100th
anniversary　:　いつも近くに、ずっ
と近くに。　：　ありがとう、100年

長野県信濃美術館紀要 長野県信濃美術館　編

原村防災ガイドブック 原村

原村の教育　令和３年度 原村教育委員会

事典・新書
新型コロナワクチン本当の「真実」 宮坂 昌之
万葉集に出会う 大谷 雅夫

世界国勢図会　2021/22 矢野恒太記念会 編集

家に帰ると妻が必ず死んだふりをして
います。
なぜ君は総理大臣になれないのか

天気の子

DVD



一般書
今すぐ使えるかんたんぜったいデキま
す！エクセル関数超入門

井上 香緒里

この本読んで！　2021秋
“グリムおばさん”とよばれて シャルロッテ・ルジュモン

十四歳からの読書ナビ 小原 信

月に３冊、読んでみる？ 酒井 順子

名著のツボ 石井 千湖

地球で暮らすきみたちに知ってほしい
５０のこと

ラース・ヘンリク・オーゴード

心理学ＢＥＳＴ１００ 内藤 誼人

子どもの心が見えてくる 佐々木 正美

本当の「心の強さ」ってなんだろう？ 齋藤 孝

まんがでわかる感情の整理ができる人は、うまくいく有川 真由美

不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方中村 恒子

神社語辞典 本村 のり子

絶対に挫折しない日本史 古市 憲寿

知られざる古墳ライフ 譽田 亜紀子

かわいい古代 譽田 亜紀子

土偶手帖 譽田 亜紀子

君か、君以外か。 ＲＯＬＡＮＤ

「知の巨人」立花隆のすべて

世界のすごい巨像 地球の歩き方編集室編集

世界のすごい城と宮殿３３３ 地球の歩き方編集室編集

るるぶ国立公園へ行こう

戦争とバスタオル 安田 浩一

立花隆　最後に語り伝えたいこと 立花 隆

タイムズ 真山 仁

日本を前に進める 河野 太郎

百合子とたか子 岩本 美砂子

こども六法の使い方 山崎 聡一郎

超加速経済アフリカ 椿 進

自分の＜ことば＞をつくる 細川 英雄著

差別はたいてい悪意のない人がする キム ジヘ

フェイクニュースの生態系 藤代 裕之編著

超初心者でも稼げる在宅ワークの始め方野川 ともみ

シニア六法 住田 裕子監修・著

高齢者を身近な危険から守る本 森 透匡監修

盗撮をやめられない男たち 斉藤 章佳

おうち避難のためのマンガ防災図鑑 草野 かおる

道路を渡れない老人たち 神戸 利文

子ども介護者 濱島 淑惠著

「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること石井 志昻

アフター・コロナの学校の条件 中村 文夫

著作権ハンドブック 宮武 久佳

子どもの読みがつくる文学の授業 石井 順治

農学部 佐藤 成美
発達障害の子どもの生活の工夫と伸ばす言葉がけ 田中 康雄監修

０類　総記

1類　哲学

2類　歴史

3類　社会科学

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

世界を変えた１０人の女性科学者 キャサリン・ホイットロック

これってどうなの？日常と科学の間にあるモヤモヤを解消する本かきもち

マンガで学ぶ重力 チョ ジンホ

トコトンやさしい地球学の本 西川 有司

気象予報士試験サクラサク勉強法 中島 俊夫編著

恐竜学者は止まらない！ 田中 康平

不思議で怪しいきのこのはなし ホクトきのこ総合研究所監修

どっちがどっちまぎらわしい生きもの
たち

梁井 貴史

すばらしい人体 山本 健人

なぜ眠るのか パトリシア・Ｓ．ダニエルズ

血液型と免疫力 藤田 紘一郎

ジェンダーと脳 ダフナ・ジョエル

図解身近にあふれる「感染症」が３時間でわかる本左巻 健男編著

決定版！図解いちばんわかりやすい自律神経小林 弘幸監修

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の女性が上手に生きるための本沢口 千寛

認知症世界の歩き方 筧 裕介

あなたが手術を受ける前に読む本 名古屋市立大学編
生理前あるある：ＰＭＤＤ＜月経前不快気分障害＞って何？ 中安 紀子

口に入れるな、感染する！ ポール・ドーソン

看護師をめざすあなたへ 高橋 則子

病気になる人、ならない人 鈴木 誠二

脱炭素革命への挑戦 堅達 京子

ごみ収集とまちづくり 藤井 誠一郎

街路樹は問いかける 藤井 英二郎

里山危機 永幡 嘉之

これってホントにエコなの？ ジョージーナ・ウィルソン＝パウエル

最近、地球が暑くてクマってます。 水野 敬也

古建築調査ハンドブック 山岸 常人

住まいｎｅｔ信州　37 住まいづくりデザインセンター信州　編集

きちんと知りたい！電気自動車用パ
ワーユニットの必須知識

高根 英幸

60からのHappyおしゃれBOOK 地曳 いく子

わたしの“ちょうどいい”モノ選び Ｅｍｉ

暮らしのおへそ 32

フェルトのかわいいごっこ遊び

ワタナベマキのスパイス使い ワタナベ マキ

スパイスカレー新手法 水野 仁輔

発酵暮らし 山田 奈美

和えもの春夏秋冬 ワタナベ マキ

塩ひとつまみそれだけでおいしく 荻野 恭子

８０歳、村上祥子さんの元気の秘訣は
超かんたんレンチンごはんだった！

村上 祥子

腸活オートミール弁当 工藤 あき監修

ポリ袋でつくるたかこさんのタルト・
パイ・フロランタン

稲田 多佳子

一人飲みで生きていく 稲垣 えみ子

4類　自然

5類　技術

潰瘍性大腸炎・クローン病が治る本 西本　真司　

１か月に１回物を動かせば家はキレイ
になる

新津 春子

子どもが体調悪いとき、どうしたらいいの？ 小野 英一著

男も育休って、あり？ 羽田 共一

すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本 ねんねママ

ほめて伸ばすコーチング 林 壮一

納豆くらべ 石井 泰二監修

ブドウの鉢植え栽培 大森 直樹編

年３４日だけの洋品店 井形 慶子

Instagramあたらしい商品写真のレシピ 綾

信州国鉄の風景 信濃毎日新聞社編

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく川内 有緒

逃げ上手の若君　1～2

おいおいピータン！！　3 伊藤 理佐

ムスコ物語 ヤマザキ マリ

かこさとしと紙芝居 かこ さとし

牛乳パックで作る暮らしの中の小物

吹奏楽部バンザイ！！ オザワ部長

マンガでわかる「オペラ」の見かた 小畑 恒夫監修

大事なものから捨てなさい 中村 メイコ

卓球語辞典 伊藤 条太

山の単語帳 田部井 淳子

「毎日音読」で人生を変える 寺田 理恵子

日本語をもっとつかまえろ！ 飯間 浩明

推しことば類語辞典 山口 謠司監修

朝起きてから夜寝るまでの日常生活英会話長尾 和夫

今日でなくてもいい 佐野 洋子

「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし 京極 夏彦

みらいめがね　2 荻上 チキ

更年期障害だと思ってたら重病だった話 村井 理子

8類　言語

9類　文学（随筆など）

6類　産業

7類　芸術



小説（日本文学）
さよならも言えないうちに 川口 俊和

川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬 まる

熱風団地 大沢 在昌

ゴースト・ポリス・ストーリー 横関 大

推理大戦 似鳥 鶏

聖刻 堂場 瞬一

オーラの発表会 綿矢 りさ

邯鄲の島遙かなり　上 貫井 徳郎

地中の星 門井 慶喜

帆神 玉岡 かおる

逆玉に明日はない 楡 周平

アイスクライシス 笹本 稜平

原因において自由な物語 五十嵐 律人

アフター・サイレンス 本多 孝好

透明な螺旋 東野 圭吾

万事オーライ 植松 三十里

ヴァイタル・サイン 南 杏子

おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ

炎上フェニックス 石田 衣良

ばにらさま 山本 文緒

ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな

教場Ｘ 長岡 弘樹

死者にこそふさわしいその場所 吉村 萬壱

かぞえきれない星の、その次の星 重松 清

子のない夫婦とネコ 群 ようこ

旅のない 上田 岳弘

本が紡いだ五つの奇跡 森沢 明夫

老虎残夢 桃野 雑派

アルテミスの涙 下村 敦史

母親からの小包はなぜこんなにダサいのか原田 ひ香

涅槃 上・下 垣根 涼介

ＥＶ 高嶋 哲夫著

月と日の后 冲方 丁

監禁 秋吉 理香子

たそがれ大食堂 坂井 希久子

嗤う淑女二人 中山 七里

コロナ狂騒録 海堂 尊

民王 池井戸 潤

カミサマはそういない 深緑 野分

ブルースＲｅｄ 桜木 紫乃

翼の翼 朝比奈 あすか

Ｄｉｓｒｕｐｔｏｒ金融の破壊者 江上 剛

月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子

絵本
わにわにのおでかけ 小風 さち

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

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男

おじいちゃんのたびじたく ソ ヨン

かじだ、しゅつどう 山本 忠敬

なりすますむしたち 澤口 たまみ

なみだ 垂石 眞子

バッタ 槐 真史

たぬきのくらし 田中 豊美

すいぞくかんのおいしゃさん 大塚 美加

やさいのかたち 真木 文絵

たまごとにわとり 棚橋 亜左子

もやし 野坂 勇作

まちでくらすとりすずめ 三上 修

かもつせんのいちにち 谷川 夏樹

チョウのふゆごし 井上 大成

わたしとわたし 五味 太郎

こめだしだいこく 大黒 みほ再話

こやぎのチキとじいさんやぎのひみつ 清水 たま子

あずきのあんちゃんずんちゃんきんちゃんとみなが まい

はりねずみのぼうやのおはなし 小風 さち

たんぽぽのまほう 河本 祥子

しりとり 安野 光雅 え

まなつのかわ 菊池 日出夫

さるがいっぴき ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ

ノホディとかいぶつ 愛甲 恵子再話

ぴんくさんとかぼちゃ 島津 和子

ねこぶたニョッキのおつかい 古山 浩一

よるはおやすみ はっとり さちえ作

きみはたいせつ クリスチャン・ロビンソン作

まーるいまーるい せな けいこ作

としょかんはどこへ？ ジョシュ・ファンク

おべんとうバスのかくれんぼ 真珠 まりこ作

サブコウ 果世お話

いのちのやくそく 三浦 浩原作・文

ねえ、きいてみて！ ソニア・ソトマイヨール

おかあさんごめんなさい みやにし たつや作絵

パイロット　マイルズ ジョン・バーニンガム絵

オニのサラリーマン　じごく・ごくらく運動会富安 陽子

きつね 柳田 国男原作

ロサリンドとこじか エルサ・ベスコフ作

絵本で知ろう二十四節気　夏 ふじもと みさと

カピバラのだるまさんがころんだ 中川 ひろたか作

ぎんいろのねこ あまん きみこ作

きょうものはらで エズラ・ジャック・キーツえ

因幡の素兎オオナムチ 飯野 和好

ヒナゲシの野原で マイケル・モーパーゴ作

おばけと友だちになる方法 レベッカ・グリーン作

うさぎちゃんつきへいく せな けいこ作

くすのきだんちのおとなりさん 武鹿 悦子作

カラーモンスターがっこうへいく アナ・レナス

そらからおちてきてん ジョン・クラッセン作

すずりくん 青柳 貴史作

キリンのなやみごと ジョリ・ジョン

そらをとびたい 山本 直洋写真

わたしたち パロマ・バルディビア作

がまおじさんのやま 森 環作

つきのばんにん ゾシエンカ作

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


