
（平成２４年　６月入荷分）

◎小説、読み物、随筆、エッセイ

今月の新刊本

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

●おやじネコは縞模様・・・群　ようこ　著

　今日ものっそりベランダに現れ、（くれえ、なんかくれえ、）と念波を送る外ネコ
しまちゃん。食べ残しを一列に並べるチワワのプリンちゃん。ある日突然、よろめき
ながらやってきた…。犬、サル、ネズミに蚊まで登場。不思議に人間臭い、群版爆笑
ご近所生き物エッセイ最新刊。

書　名 著　者

実験的経験 森　博嗣

窓の向こうのガーシュウィン 宮下　奈都

信長死すべし 山本　兼一

ラブソファに、ひとり 石田　衣良

日御子 帚木　蓬生

勝ち逃げの女王 垣根　涼介

尋ね人 谷村　志穂

武曲（むこく） 藤沢　周

あなたが愛した記憶 誉田　哲也

ももこのまんねん日記　２０１２ さくら　ももこ

美妙　書斎は戦場なり 嵐山　光三郎

彼女の存在、その破片 野中　柊

一日　－随筆集－ 西村　賢太

衆 堂場　瞬一

※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。



おやじネコは縞模様 群　ようこ

魔法飛行 川上　未映子

幸せになる百通りの方法 荻原　浩

今月の新刊本

書　名 著　者

すみれ 青山　七恵

花嫁 青山　七恵

小説家・逢坂剛 逢坂　剛

ファイヤーボール 原　宏一

中原を翔る狼　－覇王クビライ－ 小前　亮

花酔ひ 村山　由佳

第五番 久坂部　羊

胸いっぱいの愛を 広谷 鏡子

粛清 ソフィ・オクサネン

第六ポンプ パオロ・バチガルピ

冬の灯台が語るとき ヨハン・テオリン

胸いっぱいの愛を 広谷 鏡子

決起！　－コロヨシ！！　２－ 三崎　亜記

眺望絶佳 中島　京子

サラの柔らかな香車 橋本　長道

フラミンゴの村 澤西　祐典

義烈千秋天狗党西へ 伊東　潤

とんずら屋弥生請負帖 田牧　大和

歪 堂場　瞬一

きなりの雲 石田　千

金ケ崎の四人　－信長、秀吉、光秀、家康－ 鈴木　輝一郎

ロスト・シティ・レディオ ダニエル・アラルコン

紅に輝く河 濱野　京子

ピース・オブ・ケーキとトゥワイス・トールド・テールズ 金井　美恵子

空中都市 小手鞠　るい

再会の街　－探偵・竹花－ 藤田　宜永

父が子に語る日本史 小島　毅

※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
合りましたら、留寿都村公民館（℡46-3321）までお問い合わせください。



誰も書かなかった徳川家の謎 小泉　俊一郎

小児科診察室 ミヒャエラ・グレックラー

４０代からの食生活 光塩学園

今月の新刊本

書　名 著　者

奇跡の対面（ついめん）抱っこ 姫川　裕里

自然農・栽培の手引き 鏡山　悦子

※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。

自然農への道 川口　由一

自然農の野菜づくり 高橋　浩昭

成功者の絶対法則セレンディピティ 宮永　博史



（平成２４年　６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

みなさん、こんにちは。

書　名 著　者

なみだひっこんでろ 岩瀬　成子

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

●みょうがやど・・・川端　誠　作
　　みょうがを食べると物忘れをする」という言い伝えを悪用して、財布を巻き上げ
ようとした宿屋の夫婦。やってきた人のよさそうな客は、みょうが尽くしの宿に驚き
つつ、翌朝出発。忘れ物を期待した夫婦が発見したのは……！！ 川端誠さんの落語
絵本シリーズ、待望の１５作目。わかりやすいオチと、さまざまなみょうが尽くしが
楽しめる作品になりました。テンポがよく、読み聴かせにも最適！！続々と出てくる
みょうが料理はどれもおいしそうで必見です！

今月の新刊本

願いのかなうまがり角 岡田　淳

そうじきのつゆやすみ 村上　しいこ

グランパ・グリーンの庭 レイン・スミス

だれのたまご 高畠　那生

消えた少年のひみつ ドリー・ヒルスタッド・バトラー

世界一力もちの女の子のはなし サリー・ガードナー

くまだっこ デイヴィッド・メリング

みさき食堂へようこそ 香坂　直

はなかっぱとはねかっぱ あきやま　ただし

モーディとくま フレヤ・ブラックウッド

あかにんじゃ 木内　達朗

みょうがやど 川端　誠

ふたごのしろくま　ねえ、おんぶのまき あべ　弘士

１２月の夏休み 川端　裕人

※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
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。



もりへぞろぞろ 近藤　薫美子

うみのどうぶつとしょかんせん こば　ようこ

ぼうけんにいこうよ、ムーミントロール トーベ・ヤンソン

今月の新刊本

書　名 著　者

とっておきのはいく 村上　しいこ

ビッケと木馬の大戦車 ルーネル・ヨンソン

ジェンナ　－奇跡を生きる少女－ メアリ・Ｅ．ピアソン

赤ずきん　－グリムの昔話－ フェリクス・ホフマン

ずっとずっといっしょだよ 宮西　達也

フクシマから学ぶ原発・放射能 安斎　育郎

いるのいないの　（怪談えほん　３） 町田　尚子

ぞうはどこへいった？ 五味 太郎

３．１１が教えてくれた防災の本　２津波 片田　敏孝

貝の図鑑＆採集ガイド 池田　等

見学しよう工事現場　４　橋 溝渕　利明

ぞうはどこへいった？ 五味 太郎

給食室の日曜日 村上　しいこ

おめでたこぶた　その１　四ひきのこぶたとアナグマのお話 アリソン・アトリー

つぼつくりのデイヴ ブライアン・コリアー

日本の国際協力がわかる事典　どんな活動をしているの？ 牧田　東一

さんすううちゅうじんあらわる！ 高畠　那生

トミーとティリーとタブスおばあさん ヒュー・ロフティング

ようちえんいやや 長谷川　義史

ゆきのひ いもと　ようこ

盗まれたおとぎ話 イアン・ベック

※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。

食料自給率を考える 山崎　亮一

ピーターサンドさんのねこ ルイス・スロボドキン

炎路を行く者　守り人作品集 上橋　菜穂子



今月の新刊本

みんなを守るいのちの授業　大つなみと釜石の子どもたち 片田　敏孝

鷹のように帆をあげて まはら　三桃

ほんとうのフローラ　上・下 イザボー・Ｓ．ウィルス

書　名 著　者

バティストさんとハンガーブルグ＝ハンガーブルグ伯爵のおはなし ルドウィッヒ・ベーメルマンス

バーティミアス　ソロモンの指輪 ジョナサン・ストラウド

Ｅｇｇｓ　－夜明けなんて見たくない－ ジェリー・スピネッリ

ジャストインケース メグ・ローゾフ

勇者の谷 ジョナサン・ストラウド

目でみる世界人物百科　１～５ 山口　昌男

ゴーゴー・ジョージア　１～２ ルイーズ・レニソン

フレンズ・ツリー アン・ブラッシェアーズ

船乗りサッカレーの怖い話 クリス・プリーストリー

エミリーの記憶喪失ワンダーランド ロブ・リーガー

雨やどりはすべり台の下で 岡田 淳

選ばなかった冒険 岡田　淳

学校ウサギをつかまえろ 岡田　淳

手にえがかれた物語 岡田　淳

雨やどりはすべり台の下で 岡田 淳

放課後の時間割　改訂 岡田　淳

ポアンアンのにおい 岡田　淳

ムンジャクンジュは毛虫じゃない 岡田　淳

二分間の冒険 岡田　淳

びりっかすの神さま 岡田　淳

ふしぎの時間割 岡田　淳

フングリコングリ　－図工室のおはなし－ 岡田　淳

※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

ようこそ、おまけの時間に 岡田　淳

リクエストは星の話 岡田　淳

竜退治の騎士になる方法 岡田　淳

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。


