
（平成２４年　８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

●白ゆき姫殺人事件・・・湊　かなえ　著
　美人会社員が惨殺された不可解な殺人事件を巡り、一人の女に疑惑の目が集まっ
た。同僚、同級生、家族、故郷の人々。彼女の関係者たちがそれぞれ証言した驚くべ
き内容とは。「噂」が恐怖を増幅する。果たして彼女は残忍な魔女なのか、それとも
―ネット炎上、週刊誌報道が過熱、口コミで走る衝撃、ヒットメーカーによる、傑作
ミステリ長編。

遠藤 武文

今月の新刊本

書　名 著　者

天命 扉

回廊封鎖 佐々木　譲

ひらいて 綿矢　りさ

カラマーゾフの妹 高野　史緒

※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

百年法　下 山田　宗樹

白ゆき姫殺人事件 湊　かなえ

遠藤 武文

百年法　上 山田　宗樹

南十字星の誓い

湖底の城　３巻　－呉越春秋－

森村　誠一

宮城谷　昌光

モンスター・シークレット 藤本　ひとみ

ヒマラヤの風にのって 吉村　達也

群ようこのおすすめ良品カタログ 群　ようこ

ラスト・コード 堂場　瞬一

天命の扉

加賀　乙彦

加賀　乙彦

雲の都　第４部　幸福の森

雲の都　第５部　鎮魂の海

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。



※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。

明日のことは知らず 宇江佐　真理

はかぼんさん　－空蝉風土記－ さだ　まさし

虚像の道化師

解

あのころのデパート

ソロモンの偽証　第１部　事件

東野　圭吾

堂場　瞬一

長野　まゆみ

宮部　みゆき

その暁のぬるさ 鹿島田　真希

ひっ 戌井　昭人

今月の新刊本

書　名 著　者



（平成２４年　８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

りゅうのぼうや 早川　純子

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

●しげるのかあちゃん・・・大畑　いくの　作

　しげるのかあちゃんは、すげえ。
２トントラックを乗りまわし、インパクトドライバーで犬小屋修理、先頭に立ってボ
ヤを鎮火、なんでもできる。頼もしいかあちゃんのお話。

今月の新刊本

みなさん、こんにちは。

※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。

くまときつね いもと　ようこ

びんぼうがみとふくのかみ いもと　ようこ

ねずみのすもう いもと　ようこ

みるなのへや 片山　健

わかがえりの水 スズキ　コージ

ききみみずきん 降矢　なな

オムライス・ヘイ！ 武田　美穂

さるかに 及川　賢治

うらしまたろう 飯野　和好

凸凹ぼしものがたり あんびる　やすこ

おひさまみたいに マーガレット・カドス＝アーヴィン

さがしています 岡倉　禎志

おひさまやのたんぽぽスプレー

くまの皮をきた男　－グリムの昔話－

茂市　久美子

フェリクス・ホフマン



びゅ～んびょ～ん

びっくり！！トリックアート　４

びっくり！！トリックアート　５

びっくり！！トリックアート　６

ふじわら　こういち

２月のえほん

３月のえほん

４月のえほん

５月のえほん

６月のえほん

長谷川　康男

長谷川　康男

長谷川　康男

長谷川　康男

長谷川　康男

だ～れだ？ ふじわら　こういち

おしり？ ふじわら　こういち

１月のえほん 長谷川　康男

７月のえほん 長谷川 康男

今月の新刊本

書　名 著　者

あかちゃんになったおばあさん いもと　ようこ

長谷川　康男

長谷川　康男

長谷川　康男

長谷川　康男

せんせい！これなあに？　４　野原の葉っぱ

ひらけ！なんきんまめ 竹下　文子

１２月のえほん

せんせい！これなあに？　１　いもむし・けむし

せんせい！これなあに？　２　海の生きもの

せんせい！これなあに？　３　木の実・草の実

長谷川　康男

７月のえほん

８月のえほん

９月のえほん

１０月のえほん

１１月のえほん

長谷川 康男

かっぱ 藤田　晋一

※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。

りんごひろいきょうそう 宮川　ひろ

アリクイにおまかせ 竹下　文子

はじめてのゆうき そうま　こうへい



いのちつぐ「みとりびと」 ４ 國森 康弘

山下明生・童話の島じま　４　渡辺洋二の島 山下　明生

山下明生・童話の島じま　５　村上勉の島 山下　明生

いのちつぐ「みとりびと」　１ 國森　康弘

いのちつぐ「みとりびと」　２ 國森　康弘

いのちつぐ「みとりびと」　３ 國森　康弘

やまんば・雪女 藤田　晋一

ばけねこ 藤田　晋一

山下明生・童話の島じま　１　長新太の島 山下　明生

山下明生・童話の島じま　２　杉浦範茂の島 山下　明生

山下明生・童話の島じま　３　梶山俊夫の島 山下　明生

今月の新刊本

書　名 著　者

おに 藤田　晋一

てんぐ 藤田　晋一

のっぺらぼう 藤田　晋一

※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。

油の絵本 すずき　おさむ

手塚治虫　－未来からの使者－ 石子　順

手塚治虫　－少年まんがの世界－ 石子　順

手塚治虫　－少女まんがの世界－ 石子　順

斎藤佑樹 スポーツ伝説研究会

シリーズはたらく農業機械　５　コンバイン 高井　宗宏

砂糖の絵本 すぎもと　あきら

塩の絵本 たかなし　ひろき

しょうゆの絵本 たち　ひろし

酢の絵本 やなぎだ　ふじはる

いのちつぐ「みとりびと」　４ 國森 康弘

シリーズはたらく農業機械　１　トラクタ 高井　宗宏

シリーズはたらく農業機械　２　田植機 高井　宗宏

シリーズはたらく農業機械　３　管理機 高井　宗宏

シリーズはたらく農業機械　４　防除機 高井　宗宏



しどうほうがく 青山 友美

モーツァルト　－音楽で世界を変えた天才－ マーカス・ウィークス

いっぽくんのひとりごと 角野　栄子

まるこさんのおねがい 角野　栄子

モコモコちゃん家出する 角野　栄子

わにのニニくんのゆめ 角野　栄子

うどんの絵本 おだ　もんた

すしの絵本 ひびの　てるとし

こんにゃくの絵本 たかはた　ひろゆき

ミケランジェロ　－神と謳われた彫刻家－ フィリップ・ウィルキンソン

まるごとたこ凧カイト 土岐　幹男

今月の新刊本

書　名 著　者

長友佑都 スポーツ伝説研究会

なでしこジャパン スポーツ伝説研究会

Ｕ・ボルト スポーツ伝説研究会

※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。

かしのきホテル 駒宮　録郎

佐藤　忠良 木

たぬきがいっぱい さとう　わきこ

おやすみなさいＡＢＣ エズフィール・スロボドキーナ

これなんてよむ？　－たべものんかんじ－ すなやま　えみこ

あいうえおもちゃごう 石川　日向

わがはいはのっぺらぼう 飯野　和好

ポッチのかんがえてること 牛窪　良太

やまんばあかちゃん 大島　妙子

おめでとうおひさま 片山　健

しどうほうがく 青山 友美

そばがらじさまとまめじさま 赤羽　末吉

たかこ 青山　友美

ねこのけいさん 浅沼　とおる

ぼくとちいさなポポフ あきくさ　あい



おさるのジ ジとしょかん いく Ｍ レイ

ぼくひこうき ひがし　ちから

いつまでもずっと マット・フェラン

あさいかさがおちていた 堀内　誠一

おれはサメ 山口　マオ

スプーンのさじろうくん 山口　マオ

きたきつねのしあわせ 手島　圭三郎

ロバのポコとうさぎのポーリー とりごえ　まり

そらまめくんとめだかのこ なかや　みわ

おねしょのせんせい 橋本　聡

ようちえんいやや 長谷川　義史

今月の新刊本

書　名 著　者

くさびら 竹内　通雅

はっけん！むしのもり タダ　サトシ

コルプスせんせいとかばくん 長　新太

※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。

ニコとねずみのすてきなせかい ヨッヘン・シュトゥーアマン

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ

クッツさんのくつ ステラ・ダナリス

そらうで たごもり　のりこ

サラダでげんき 長　新太

ねずみのふわふわけいと かさい　まり

バナナこどもえん　ざりがにつり かつらこ

かえるをのんだととさん 斎藤　隆夫

とりのうた さこ　ももみ

ぶす ささめや　ゆき

おさるのジョージとしょかんへいく Ｍ．レイ

おうさまでかけましょう 和歌山　静子

くろずみ小太郎旅日記　その７ 飯野　和好

ふうとはなとたんぽぽ いわむら　かずお

くまさんくまさんなにみてるの？ エリック・カール



おさるのジ ジキャンプにいく Ｍ レイ

おさるのジョージうみへいく Ｍ．レイ

おさるのジョージえいがをみる Ｍ．レイ

おさるのジョージおもちゃやさんへいく Ｍ．レイ

おさるのジョージがっこうへいく Ｍ．レイ

おさるのジョージききゅうにのる Ｍ．レイ

みんなくるくる、よってくる はた　こうしろう

おてがみちょうだい 保手浜　孝

かえるのじいさまとあめんぼおはな 松成　真理子

くいしんぼうのあおむしくん 前川　欣三

これだからねこはだいっきらい シモーナ・メイッサー

今月の新刊本

書　名 著　者

おばけのおつかい 西平　あかね

バルバルさん 西村　敏雄

せつぶん 野村　たかあき

※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。

おさるのジョージパレードにでる Ｍ．レイ

おさるのジョージハロウィーン・パーティーにいく Ｍ．レイ

おさるのジョージパンケーキをつくる Ｍ．レイ

おさるのジョージびっくりたんじょうび Ｍ．レイ

おさるのジョージまいごになる Ｍ．レイ

おさるのジョージスキーをする Ｍ．レイ

おさるのジョージダンプカーにのる Ｍ．レイ

おさるのジョージチョコレートこうじょうへいく Ｍ．レイ

おさるのジョージどうぶつえんへいく Ｍ．レイ

おさるのジョージとっきゅうにのる Ｍ．レイ

おさるのジョージキャンプにいく Ｍ．レイ

おさるのジョージきょうりゅうはっけん Ｍ．レイ

おさるのジョージこいぬをかう Ｍ．レイ

おさるのジョージしょうぼうしゃにのる Ｍ．レイ

おさるのジョージすいぞくかんへいく Ｍ．レイ



おねぼうなじゃがいもさん 村山 知義

はなのすきなおじいさん 小谷野　半二

あひるのおうさま 田島　征三

きつねとごんろく 馬場　のぼる

ふくはうちおにもうち 藤田　勝治

天人のはごろも 丸木　俊

例解学習ことわざ辞典　第２版 小学館国語辞典編集部

ゆうかんなテディ・ロビンソン ジョーン・Ｇ．ロビンソン

リーコとオスカーと幸せなどろぼう石 アンドレアス・シュタインヘーフェル

ふたごのしろくま　とりさん、なんば？のまき あべ　弘士

ふうちゃんのそり 梅田　俊作

今月の新刊本

書　名 著　者

おさるのジョージやきゅうじょうへいく Ｍ．レイ

おさるのジョージゆめをみる Ｍ．レイ

みつばち　ぴい 和田　誠

保健室の日曜日 村上　しいこ

がっこうにんじゃ　えびてんくん 村上　しいこ

リンゴのたび ナンシー・カーペンター

※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。

おねぼうなじゃがいもさん 村山 知義

さくらいろのランドセル いしい　つとむ

ねこがおしえてくれたよ 久本　直子

つんつんつん いとう　みき

ようかいガマとの　－ゲッコウの怪談－ よしなが　こうたく

ぼちぼちいこか ロバート・グロスマン




