
（平成２４年　５月入荷分）

◎小説、読み物、随筆、エッセイ

みなさん、こんにちは。
留寿都村公民館図書室から「新刊本」のご案内をいたします。

～次の一般書が入荷いたしましたので、ご利用ください。～

「一般書」

今月のイチオシ

●丘の上の邂逅・・・三浦　綾子　著

　生誕９０年、三浦綾子９年ぶりの単行本。　「氷点」「銃口」他、キリスト者の視
点から人生を見据え、多くの忘れ得ぬ小説作品を残した三浦綾子。生前彼女が多くの
雑誌、新聞等に寄稿したまま、単行本に収録されることのなかったエッセイの数々
が、生誕９０周年を迎える２０１２年を機に、初めて単行本として刊行される運びと
なりました。著者の人柄と信仰そのままに、温かく真摯な視点で語られるエッセイ
は、今もそこに三浦さんが健在であるかのようにわたしたちの心に語りかけます。旭
川の澄明な丘の上から、わたしたちにより良い人生への気づきをメッセージにして送
り続ける、三浦綾子さんと出会ってください。三浦綾子生誕９０年記念および、小学
館９０周年記念の共同企画としてお届けいたします。

堕落と文学 曽野　綾子

西村賢太対話集 西村　賢太

鋼の魂 仁木　英之

今月の新刊本

書　名 著　者

バイバイ・フォギーデイ 熊谷　達也

あした 北原　亞以子

雪と珊瑚と 梨木　香歩

チャイとミーミー 谷村　志穂

マカリーポン 岩井　志麻子

朝はアフリカの歓び 曽野　綾子

おいで、一緒に行こう 森　絵都

花晒し 北　重人

※ここに掲載されている本は、留寿都村公民館図書室で貸し出していますが、不明な点があ※ここに掲載されている本は、留寿都村公民館図書室で貸し出していますが、不明な点があ
りましたら、留寿都村公民館（℡46-3321）までお問い合わせください。



ＧＯ！ＧＯ！アリゲーターズ 山本　幸久

旅屋おかえり 原田　マハ

丘の上の邂逅 三浦　綾子

今月の新刊本

書　名 著　者

語りつづけろ、届くまで 大沢　在昌

江戸へ吹く風 岩井　三四ニ

鍵のない夢を見る 辻村　深月

※ここに掲載されている本は、留寿都村公民館図書室で貸し出していますが、不明な点があ
りましたら、留寿都村公民館（℡46-3321）までお問い合わせください。

死命 薬丸　岳

エス 鈴木　光司

英雄はそこにいる 島田　雅彦

みなさん、こんにちは。



（平成２４年　５月入荷分）

◎幼児から小学校高学年を対象とした読み物・絵本
◎中高生を対象とした読み物

書　名 著　者

だれも知らない犬たちのおはなし エミリー・ロッダ

ねむねむくんとねむねむさん 片山　健

留寿都村公民館図書室から「新刊本」のご案内をいたします。

～次の児童書が入荷いたしましたので、ご利用ください。～

「児童書」

今月のイチオシ

●おかあちゃんがつくったる・・・長谷川　義史　作
　
　ぼくが欲しいものは、なんでもミシンで作ってしまうお母ちゃん。でも、ちょっと
かっこわるい。
ある日、ぼくが父親参観のお知らせをもらってくると・・・。
あったかくて、せつなくて、でも笑える家族の物語。

今月の新刊本

おひさまやのおへんじシール 茂市　久美子

世界の果ての魔女学校 石崎　洋司

テディ・ロビンソンのたんじょう日 ジョーン・Ｇ．ロビンソン

きみの声がききたいよ！ ルイス・サッカー

おうしげきだん 伊藤　秀男

かみさまはいるかな？ 清川　あさみ

フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう　さ
かなをとろうのまき いとう　ひろし

おつかいまなんかじゃありません 柏葉　幸子

バッタさんのきせつ エルンスト・クライドルフ

なみだでくずれた万里の長城 蔡　皋

よろしくともだち 降矢　なな

おかあちゃんがつくったる 長谷川　義史

ペンギンがっしょうだん 斉藤　洋

※ここに掲載されている本は、留寿都村公民館図書室で貸し出していますが、不明な点があ
りましたら、留寿都村公民館（℡46-3321）までお問い合わせください。



ぴたっとヤモちゃん 石井　聖岳

げんききゅうしょくいただきます！ つちだ　よしはる

おうさまのおひっこし 牡丹　靖佳

今月の新刊本

書　名 著　者

バンパイア＊ガールズ　no.１～４　全４巻 シーナ・マーサー

タラ・ダンカン上・下１～７　全１４巻 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン

ミステリー・パピークラブ　１～４　全４巻 ジョディー・メラー

ドレスを着た男子 デイヴィッド・ウォリアムズ

うそついちゃったねずみくん 上野　紀子

海賊ジョリーの冒険　１～３　全３巻 カイ・マイヤー

Ｓ力人情商店街　１～４ 令丈　ヒロ子

フシギ伝染 板橋 雅弘

ガフールの勇者たち　１～１１　全１１巻 キャスリン・ラスキー

オオカミ少年ドルフィ　１期　１～６　全６巻 パウル・ヴァン・ローン

オオカミ少年ドルフィ　２期　１～６　全６巻 パウル・ヴァン・ローン

フシギ伝染 板橋 雅弘

鬼にて候　１～３　全３巻 横山　充男

タイム★ダッシュ　１～３ 藤咲　あゆな

ＲＡＮＭＡＲＵ 伊丹　由宇

フシギ症候群 板橋　雅弘

下町不思議町物語 香月　日輪

霊少女清花　１～３　時空より愛をこめて 越水　利江子

アンティークＦＵＧＡ　１～６　全６巻 あんびる　やすこ

きみはなぜ生きているのか？ 中島　義道

ゴマの洋品店　－ネパール・バネパの街から－ 公文　健太郎

※ここに掲載されている本は、留寿都村公民館図書室で貸し出していますが、不明な点があ
りましたら、留寿都村公民館（℡46-3321）までお問い合わせください。

エリアの魔剣　１～２ 風野　潮

フシギ病院 板橋　雅弘

キラメキ☆ライブハウス　２ 牧野　節子



今月の新刊本

幸せの器 おぎ　ぜんた

ドクター・サンタの住宅研究所 稲葉　なおと

竜の座卓 朝比奈　蓉子

書　名 著　者

シゲコ！　－ヒロシマから海をわたって－ 菅　聖子

アギーの祈り 濱野　京子

たまごを持つように まはら　三桃

世界がぼくを笑っても 笹生　陽子

園芸少年 魚住　直子

悲しみよりもっと悲しい物語 ウォン　テヨン

こども電車 岡田　潤

太陽のくに エヴァ・アスムセン

クローバー 中西　翠

風の靴 朽木　祥

アナザー修学旅行 有沢 佳映

おたまじゃくしの降る町で 八束　澄子

市立第二中学校２年Ｃ組　－１０月１９日月曜日－ 椰月　美智子

つづきの図書館 柏葉　幸子

アナザ 修学旅行 有沢 佳映

暗黒天使メストラール クリフ・マクニッシュ

魔女の血をひく娘　１～２　全２巻 セリア・リーズ

消せない炎 ジャック・ヒギンズ

モンタギューおじさんの怖い話 クリス・プリーストリー

かかしと召し使い フィリップ・プルマン

ゴーストハウス クリフ・マクニッシュ

※ここに掲載されている本は、留寿都村公民館図書室で貸し出していますが、不明な点があ
りましたら、留寿都村公民館（℡46-3321）までお問い合わせください。

魔女の愛した子 マイケル・グルーバー

ウィッシュハウス　－魔性たちの棲む館－ セリア・リーズ

呪われた航海 イアン・ローレンス



今月の新刊本

書　名 著　者

死をはこぶ航海 イアン・ローレンス

スキャット カール・ハイアセン

ベストフレンズいつまでも！ ジャクリーン・ウィルソン

カサンドラの城 ドディー・スミス

闇にひそむ海賊 イアン・ローレンス

怪盗ビショップの娘 アリー・カーター

トンネルに消えた女の怖い話 クリス・プリーストリー

トゥルー・ビリーヴァー ヴァージニア・ユウワー・ウルフ

ヴァイオレットがぼくに残してくれたもの ジェニー・ヴァレンタイン

靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー

ジンクス マーガレット・ワイルド

アルマ　－運命のペン－ ウィリアム・ベル

ラークライズ フローラ・トンプソン

メイク・ビリーブ・ゲーム リアノン・ラシター

ミアの選択 ゲイル・フォアマン

ピーチズ★初恋 ジョディ・リン・アンダーソン

ピーチズ★卒業 ジョディ・リン・アンダーソン

メイク ビリ ブ ゲ ム リアノン ラシタ

転校生は、ハリウッドスター ジェン・キャロニタ

ハリウッドスター、撮影開始！ ジェン・キャロニタ

ストラヴァガンザ－星の都－　上・下　全２巻 メアリ・ホフマン

バリスタ少女の恋占い クリスティーナ・スプリンガー

はみだしインディアンのホントにホントの物語 シャーマン・アレクシー

ハリウッドスターと謎のライバル ジェン・キャロニタ

消えたヴァイオリン スザンヌ・ダンラップ

ストラヴァガンザ－仮面の都－　上・下　全２巻 メアリ・ホフマン

ぼくら！花中探偵クラブ　１～３　全３巻 田島　みるく

※ここに掲載されている本は、留寿都村公民館図書室で貸し出していますが、不明な点があ
りましたら、留寿都村公民館（℡46-3321）までお問い合わせください。



スカイ・クロラ 森　博嗣

ナ・バ・テア 森　博嗣

ダウン・ツ・ヘヴン 森　博嗣

今月の新刊本

書　名 著　者

※ここに掲載されている本は、留寿都村公民館図書室で貸し出していますが、不明な点があ
りましたら、留寿都村公民館（℡46-3321）までお問い合わせください。

サムライガール　１～６　全６巻 キャリー・アサイ

ウェストマーク戦記　１～３　全３巻 ロイド・アリグザンダー

スパイガール　１～３　全３巻 アリー・カーター

フラッタ・リンツ・ライフ 森　博嗣

クレィドゥ・ザ・スカイ 森　博嗣

スカイ・イクリプス 森　博嗣


