
（平成２５年　７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

●世界地図の下書き・・・朝井　リョウ　著

　突然の事故で両親を亡くし、「青葉おひさまの家」で暮らすことになった小学生の
太輔。悲しみでしばらく心を閉ざしていたが、同じ部屋の仲間たちのおかげで少しず
つ打ち解けていく。とくにお母さんのように優しい高校生の佐緒里は、みんなにとっ
て特別な存在。施設を卒業する佐緒里のため、４人の子どもたちは、ランタンに願い
事を託して空に飛ばす「蛍祭り」を復活させようと、作戦を立てはじめる…。
直木賞受賞後第一作！

今月の新刊本

泣き童子（わらし） 宮部　みゆき

これからお祈りにいきます 津村　記久子

偽文士日碌 筒井　康隆

撲撲少年 仁木　英之

今月の新刊本

書　名 著　者

バスを待って 石田　千

高校入試 湊　かなえ

世界地図の下書き

※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。

歪んだ忌日 西村　賢太

朝井　リョウ

そんなに、変わった？

楽園の蝶

壺中の回廊

なごり歌

酒井　順子

柳　広司

松井　今朝子

朱川　湊人



※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。

今月の新刊本

書　名 著　者

湖底の城　４巻 宮城谷　昌光

増山超能力師事務所 誉田　哲也



（平成２５年　７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

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

みなさん、こんにちは。

●少年口伝隊一九四五・・・井上　ひさし　著／　ヒラノトシユキ　絵
　
　原爆投下後のヒロシマ。新聞のかわりにニュースを伝えて歩く「口伝隊」の少年た
ちがいた――。1945年8月6日朝、米軍機が投下した原爆によって広島は壊滅した。広
島の比治山のふもとに住む国民学校6年生の英彦、正夫、勝利の少年3人はかろうじて
生き残ったものの、そろって家族を失った。3人は、新聞を発行できなくなった中国
新聞社が急きょ組織した口伝隊に雇われ、ニュースを口頭で市民たちに伝える。しか
しニュースの内容を知って、少年たちは大人たちの変節ぶりに激しい怒りをおぼえ
る。また、アメリカが原爆の「効果」の調査団を送りこんでいると聞いて、英彦の頭
の中はくやしさで煮えたぎる 9月になると 巨大台風 さらに山津波と高潮が広島

かぶと３兄弟　－五十郎・六十郎・七十郎の巻－

ぼくはねんちょうさん 田中　六大

おーいおひさま！ 西村　敏雄

としょかんねずみ　３　サムとサラのせかいたんけん ダニエル・カーク

宮西　達也

今月の新刊本

うみのおばけずかん 斉藤　洋

の中はくやしさで煮えたぎる。9月になると、巨大台風、さらに山津波と高潮が広島
を襲い、勝利は水害で命を落とす。正夫も原爆症で死去。15年後、英彦も原爆症のた
め、20代の若さで世を去る。「戦争」「災害」「放射能」の中で、懸命に生きようと
した少年たちを描いた井上ひさしの朗読劇を、印象的なイラストとともに単行本化。

書　名 著　者

あたしいえでしたことあるよ かべや　ふよう

※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。

あーん 下田　昌克

やまのおばけずかん 斉藤　洋



海賊 田島　征三

いまむら　あしこ

おとうさんもういっかい　２　うみあそび

りきしのほし

おしろがあぶない

はた　こうしろう

加藤　休ミ

堀内　誠一

はれたまたまこぶた 矢玉　四郎

中山　聖子

ブックフェア ―ブックフェアにて、ボランティアの方々と一緒に選書し、
購入した図書です―

ひとりひとりのやさしさ ジャクリーン・ウッドソン

今月の新刊本

書　名 著　者

少年口伝隊一九五四 井上　ひさし

べんり屋、寺岡の夏。

こぎつねボック

※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。

平和・環境・歴史を考える国境の本　１～５ 池上　彰

さようなら、もんじゅ君 もんじゅ君

もんじゅ君とみる！よむ！わかる！みんなの未来のエネルギー もんじゅ君

しゅわしゅわ村のどうぶつたち くせ　さなえ

見学！日本の大企業任天堂 アダム・サザーランド

しゅわしゅわ村のおいしいものなーに？

言葉図鑑　１～２

見学！日本の大企業トヨタ自動車

見学！日本の大企業日清食品

くせ　さなえ

五味　太郎

こどもくらぶ

こどもくらぶ

書　名 著　者



宇宙のひみつがわかるえほん　１～６ 的川　泰宣

北村 雄

２８の用語でわかる！選挙なるほど解説 福岡　政行

２８の用語でわかる！裁判なるほど解説 山根　祥利

日本の農業　１～６

カビのふしぎ　－実験しよう－ 伊沢　尚子

カビのふしぎ　－調べよう－ 伊沢　尚子

見学！日本の大企業ＴＯＴＯ こどもくらぶ

見学！日本の大企業ソニー こどもくらぶ

見学！日本の大企業ブリヂストン こどもくらぶ

２９の用語でわかる！憲法なるほど解説 角替　晃

日本のすがた　１～９

ブックフェア ―ブックフェアにて、ボランティアの方々と一緒に選書し、
購入した図書です―

書　名 著　者

４７都道府県なるほどデータブック　上・下

今森　光彦

今森　光彦

今森　光彦

宮沢　うらら

イネ・米 津幡　道夫

コムギ 津幡　道夫

トウモロコシ 津幡　道夫

※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。

エコ＊文房具

エコ＊おしゃれ

エコ＊ラッピング

切り紙昆虫館

わくわく切り紙昆虫館

切り紙１２か月

からだにやさしいヘルシースイーツ　－卵・牛乳
を使わないスイーツ－

平田　美咲

平田　美咲

平田　美咲

ふしぎな深海魚図鑑　－海の底までもぐってみよう－ 北村　雄一

ふしぎな深海魚図鑑　－太平洋をわたってみよう－ 北村　雄一

ふしぎな深海魚図鑑　－世界でいちばん深い海－ 北村　雄一

ジャガイモ 津幡　道夫



本を味方につける本 永江　朗

大丈夫！キミならできる！ 松岡　修造

１４歳からわかる生活保護 雨宮　処凛

学歴入門 橘木 俊詔

ブックフェア ―ブックフェアにて、ボランティアの方々と一緒に選書し、
購入した図書です―

書　名 著　者

男の子が大人になるとき 岩室　紳也

ありがとう私のいのち　第１巻～第４巻 星野　富弘

ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読ん
でおくべきだと思う本を紹介します

雨宮　処凛

宮沢　うらら

宮沢　うらら

中岩　俊裕

平原　史樹

村瀬　幸浩

女の子が大人になるとき 早乙女　智子

からだにやさしいヘルシースイーツ　－小麦粉を
使わないスイーツ－
からだにやさしいヘルシースイーツ　－ローカロ
リースイーツ－

みんなで考えよう食の未来と地球環境　１～４

赤ちゃんはどこからくるの？

大切なからだ・こころ

鳥の島 川端　誠

森の木 川端　誠

※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。

ファーブル昆虫記　かみきりむし ファーブル

ファーブル昆虫記　ぞうむし ファーブル

ファーブル昆虫記　みのむし ファーブル

風来坊危機一髪 川端　誠

ぴかぴかぷつん 川端　誠

時代をきりひらくＩＴ企業と創設者たち　１～６

心に響くあの人のことば　１～５ 押谷　由夫

ファーブル昆虫記　あり ファーブル

ファーブル昆虫記　もんしろちょう ファーブル

ファーブル昆虫記　おとしぶみ ファーブル

学歴入門 橘木　俊詔

自分はバカかもしれないと思ったときに読む本 竹内　薫



図解 やりかた大百科 デ ク ガ ト

わたしのいちばんあのこの１ばん パトリス・バートン

カーリーさんの庭 ブライアン・カラス

どうぶつきかんしゃしゅっぱつしんこう ベンジー・ディヴィス

おやすみなさいのおともだち ゲオルグ・ハレンスレーベン

いいこでねんね デヴィッド・エズラ・シュタイン

またあえたね デヴィッド・エズラ・シュタイン

十二支のお節料理 川端　誠

お化け屋敷へようこそ 川端　誠

お化けの海水浴 川端　誠

お化けの真夏日 川端　誠

お化けの冬ごもり 川端　誠

地球をほる 川端　誠

ブックフェア ―ブックフェアにて、ボランティアの方と一緒に選書し、購
入した図書です―

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。

１３歳のキミへ 高濱　正伸

まんが幕末・維新人物伝 多田　統一

夢をさがし続けようスティーブ・ジョブズ 桑原　晃弥

平等の権利 モーリン・オコナー

宇宙へ「出張」してきます 古川　聡

放課後はミステリーとともに 東川　篤哉

夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦

リアル鬼ごっこ 山田　悠介

常識にとらわれない１００の講義 森　博嗣

図解！！やりかた大百科 デレク・ファーガストローム

ウォルト・ディズニーの言葉 ウォルト・ディズニー

半ケツとゴミ拾い 荒川　祐二

「国際協力」をやってみませんか？ 山本　敏晴

地球・生命の大進化 田近　英一



１００グラムのいのち 太田　京子

映画カントクは中学生！ 艸場　よしみ

英語で日本を紹介しよう　３ 居村　啓子

虹色ほたる　－永遠の夏休み－ 川口　雅幸

イ プ物語 ま あや

命のバトンタッチ 今西　乃子

しあわせのバトンタッチ 今西　乃子

捨て犬・未来　命のメッセージ 今西　乃子

捨て犬・未来と子犬のマーチ 今西　乃子

いのちをつなぐ 大木　トオル

ブックフェア ―ブックフェアにて、ボランティアの方と一緒に選書し、購
入した図書です―

書　名 著　者

ほたるの伝言 小原　玲

きらきらキッズクッキング 吹田地区栄養士会さんくらぶ

１４歳からの社会学 宮台　真司

※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。

ぎょうれつ 中垣　ゆたか

みずいろのぞう ｎａｋａｂａｎ

おばけのコックさん 西平　あかね

さかさことばでうんどうかい 西村　敏雄

かあさんふくろう クレメント・ハード

わたしのゆたんぽ きたむら　さとし

うみのおまつりどどんとせ さとう　わきこ

べんとうべんたろう 酒井　絹恵

アトリエのきつね ギ・セルヴェ

ジブリルのくるま 市川　里美

ボクものがたり いもと　ようこ

おすわりくまちゃん デイヴィッド・ウォーカー

きょうのごはん 加藤　休ミ

イソップ物語 いまい　あやの



あさがお 荒井 真紀

だるまのしゅぎょう ませぎ　りえこ

でんしゃはっしゃしまーす まつおか　たつひで

みっつのねがい ピレット・ラウド

サングラスをかけた盲導犬 手島　悠介

あいうえおみせ 安野　光雅

まわるおすし 長谷川　義史

あかいじどうしゃよんまるさん 堀川　真

赤ずきん　－グリムの昔話－ フェリクス・ホフマン

ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ

おうさまのおひっこし 牡丹　靖佳

ブックフェア ―ブックフェアにて、ボランティアの方と一緒に選書し、購
入した図書です―

書　名 著　者

きこえる？ はいじま　のぶひこ

ひみつだから！ ジョン・バーニンガム

グランパ・グリーンの庭 レイン・スミス

せんろはつづくどこまでつづく 鈴木　まもる

おどるカツオブシ 竹内　通雅

こぐまとめがね たかす　かずみ

※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。

美女と野獣 サラ・ギブ

ふるさと６０年　－戦後の日本とわたしたちの歩み－ 金　斗鉉

いちばんのおくすり ジャナ・クリスティ

さかさんぼの日 マーク・シーモント

マドレンカ　サッカーだいすき！ ピーター・シス

あさがお 荒井　真紀

神々の母に捧げる詩 秋野　亥左牟

ゆうだち あき　びんご

ゆめのスカイツリー ａｃｃｏｔｏｔｏ

おうさまジャックとドラゴン ヘレン・オクセンバリー



おちばいちば 西原　みのり

さくらの里の風来坊 川端　誠

親子 おぼえ ガ百人 首 新藤 協三

どうぶつびょういんおおいそがし シャロン・レンタ

おこる（読み聞かせ大型絵本） 長谷川　義史

ボクがつくった世界のおやつどうぞ！ 平野　恵理子

まきばののうふ イルセ・プルーム

うきわねこ 牧野　千穂

ピアノはっぴょうかい みやこし　あきこ

富士山うたごよみ Ｕ．Ｇ．サトー

ブックフェア ―ブックフェアにて、ボランティアの方と一緒に選書し、購
入した図書です―

書　名 著　者

かみさまのめがね つちだ　のぶこ

うんちさま どい　まき

ねえママ 平松　恵子

※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。

命の教室 池田　まき子

親子でおぼえるマンガ百人一首 新藤　協三

パンやのコナコナ にき　まゆ

幸せをはこぶ使者 日野　多香子

ほんやのいぬくん ルイーズ・イェーツ


