
（平成２６年２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

●春、戻る・・・瀬尾　まいこ　著

 正体不明、明らかに年下。なのに「お兄ちゃん」！？結婚を控えたある日、私の前
に兄と名乗る青年が現れた。
明らかに年下の「お兄さん」は、私の結婚にあれこれ口出しを始めて……。その正体
と目的は？
人生で一番大切なことを教えてくれる、ハートフルウェディングコメディ。

今月の新刊本

怒り　上・下

山桜記

吉田　修一

葉室　麟

ぎやまん物語 北原　亞以子

大江戸恐龍伝　第５巻 夢枕　獏

首折り男のための協奏曲 伊坂　幸太郎

いくつになっても 渡辺　淳一

今月の新刊本

書　名 著　者

穴 小山田　浩子

月光の誘惑 赤川　次郎

教授と少女と錬金術師

左目に映る星

金城　孝祐

奥田　亜希子

※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。



住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

書　名 著　者

Ｗｉｎｄｏｗｓ８究極の快適設定　２０１４

パソコンで困ったときに開く本　２０１４

他人を攻撃せずにはいられない人

ダメなあいつを、なんとかしたい！

片田　珠美

心屋　仁之助

運命の男を引き寄せるオンナ・ルール５０

ロンブー淳×森川教授の最強の恋愛術

望んでいるものが手に入らない本当の理由

人生はドンマイドンマイ

梅田　みか

田村　淳

心屋　仁之助

美輪　明宏

金持ち脳と貧乏脳

面倒だから、しよう

ゼロ戦と日本刀

玄人ですもの

共に生きるということ

渡辺　和子

百田　尚樹

室井　滋

緒方 貞子

茂木　健一郎

知っていると役に立つ世間話

２０１４年～世界の真実

竹中　平蔵

長谷川　慶太郎

迷わない。

ゼロ　－なにもない自分に小さなイチを足していく－

競争力

日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ

財務省の逆襲　－誰のための消費税増税だったのか－

共に生きるということ 緒方 貞子

櫻井　よしこ

堀江　貴文

三木谷　浩史

安倍　晋三

高橋　洋一

自分を「認めさせる」技術 和田　秀樹

生命保険の嘘 後田　亨

※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。

ちょっと待って！竹中先生、アベノミクスは本当に間違ってませんね？ 田原　総一朗

１万円起業 クリス・ギレボー

カドを立てずに言いたいことを言う方法 平原　由美



ひとりっ子の育て方　

「頑張れる子」の育て方

書　名 著　者

サラリーマンの９割は税金を取り戻せる 大村　大次郎

税金の抜け穴 大村　大次郎

すぐできる！確定申告早わかり

マネして書くだけ確定申告

「お金になる家」を買いなさい

７０歳を過ぎた親がひとりになったら

新しい介護　全面改訂版

４０代から備える親の介護＆自分の介護

勉強するのは何のため？

発達障害の子とハッピーに暮すヒント

「ひとりっ子」の育て方 －７歳までに知っておきたい！－

星野　誠

山本　宏

川北　義則

河合　千恵子

大田　仁史

横井　孝治

苫野　一徳

堀内　祐子

諸富　祥彦

和田　秀樹

和田 秀樹

住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

左巻　健男

結城　浩

※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。

母という病 岡田　尊司

家族のココロを軽くする認知症介護お悩み相談室 長田　久雄

すごい宇宙講義 多田　将

カラスの教科書 松原　始

結城　浩

困った性格の人とのつき合いかた 小羽　俊士

９割の腰痛は自分で治せる 坂戸　孝志

糖尿病のためのごちそうスープ 村上　祥子

「ひとりっ子」の育て方　 ７歳までに知っておきたい！

鳩居堂の日本のしきたり豆知識

面白くて眠れなくなる理科

数学ガールの秘密ノート　－式とグラフ－

数学ガールの秘密ノート　－整数で遊ぼう－

宇宙、無からの創生

和田 秀樹

鳩居堂



住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

書　名 著　者

「機嫌よく生きる」と健康・仕事・人間関係に恵まれる

「いつも眠い～」がなくなる快眠の３法則 菅原　洋平

仕事力が上がる睡眠の超技法 菅原　洋平

股関節通は９９％完治する 酒井　慎太郎

９割のひざの痛みは自分で治せる 戸田　佳孝

食べ順爆発ダイエット 石川　英明

原子力　負の遺産 北海道新聞社

インターネットなんでも解決大事典

定年までに知らないとヤバイお金の話 岡崎　充輝

１００歳までボケない！肉と魚の健康レシピ 白澤　卓二

運転怖い解決ブック

池上彰が読む小泉元首相の「原発ゼロ」宣言 池上　彰

ずさんな家計を整えました 上大岡 トメ

かんたんがおいしい！ 足立　洋子

大好き！チーズケーキ 石澤　清美

憧れのゴージャスチョコレシピ 木村　幸子

ずさんな家計を整えました。 上大岡 トメ

きくちいまが伝えたい！買ってはいけない着物と着物まわり きくち　いま

きくちいまの大人かわいい着物読本 きくち　いま

手作り食品レシピ帖 主婦と生活社

「おうち外食」完コピレシピ１０７ ｐａｐｉｋｕｎ

毎日がときめく片づけの魔法 近藤　麻理恵

減塩はカンタン！「やさしお」レシピ 味の素株式会社

サッポロ一番みそラーメンレシピ サンヨー食品株式会社

作りおきサラダ 主婦の友社

尾木ママのだいじょうぶ育児ってじつはカンタンよ！ 尾木　直樹

※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。



書　名 著　者

日本人のための儲かる農業 大澤　信一

知識ゼロからの現代農業入門 八木　宏典

住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

キャパの十字架 沢木　耕太郎

至高の音楽 百田　尚樹

ＮＯＴＥＳ　－僕を知らない僕－ 尾崎　豊

よくわかる北海道の家庭菜園 大宮　あゆみ

芸人の嫁になりました。 カキウチ　ユウコ

アンパンマンの遺書 やなせ　たかし

中村勘三郎最期の１３１日 波野　好江

あまちゃんメモリーズ みなさんのあまロスをなんとかすっぺ会

文・堺雅人　２　すこやかな日々 堺　雅人

勘三郎伝説 関　容子

人類が絶滅する６つのシナリオ フレッド・グテル

あまちゃんメモリ ズ みなさんのあまロスをなんとかすっぺ会

おら、「あまちゃん」が大好きだ！

女子社長の優雅で過激な毎日 太田　光代

高校サッカー心を揺さぶる１１の物語 安藤　隆人

私が見た最高の選手、最低の選手 野村　克也

おら、やっぱり「あまちゃん」が大好きだ！

現代用語のクソ知識 有吉　弘行

能年玲奈featuring天野アキ完全保存版 ＮＨＫ出版

オレがマリオ 俵　万智

異世界の本屋さんへようこそ！ 安芸　とわこ

※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。

エースの覚悟 前田　健太

「もう一日がんばる」勇気 振分　精彦

ランドセル俳人の五・七・五 小林　凛



ハイエナたちの２５時 安達　元一

骨を彩る 綾瀬　まる

梨園の娘 東　芙美子

住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

書　名 著　者

先生のお庭番 朝井　まかて

ガソリン生活 伊坂　幸太郎

国を蹴った男 伊東　潤

鉄の骨 池井戸　潤

恋歌 朝井　まかて

オレたち花のバブル組 池井戸　潤

オレたちバブル入行組 池井戸　潤

蛍の森 石井　光太

リターン 五十嵐　貴久

ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤

銀行支店長、走る 江上　剛

原罪 遠藤　武文

幻夏 太田　愛

ル ズヴェルト・ゲ ム 池井戸 潤

ようこそ授賞式の夕べに 大崎　梢

こども論語塾　－親子で楽しむ－ 安岡　定子

極北に生きる人びと 星野　道夫

珈琲店タレーランの事件簿　〔１〕 岡崎　琢磨

珈琲店タレーランの事件簿　２ 岡崎　琢磨

沈黙の町で 奥田　英朗

※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。

めぐる季節の物語 星野　道夫

今すぐできる！中学生の勉強法 親野　智可等

藤井旭の天文年鑑　２０１４年版 藤井　旭



朱川　湊人

スタンダップダブル！ 小路　幸也

正義をふりかざす君へ 真保　裕一

黄昏の旗　－箱庭旅団－ 朱川　湊人

花咲小路一丁目の刑事 小路 幸也

住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

書　名 著　者

リボン 小川　糸

王様ゲーム　再生９．２４ 金沢　伸明

紙の月 角田　光代

子育てはもう卒業します 垣谷　美雨

曾根崎心中 角田　光代

宝の山　－商い同心お調べ帖－ 梶　よう子

共食い 金沢　伸明

かにみそ 倉狩　聡

サクラ秘密基地

お父さんと伊藤さん 中澤　日菜子

教場 長岡　弘樹

※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。

太宰治ビジュアル選集 太宰　治

破産 嶽本　野ばら

眠りの庭 千早　茜

コルトＭ１８５１残月 月村　了衛

私はフーイー　－沖縄怪談短篇集－ 恒川　光太郎

花咲小路四丁目の聖人 小路　幸也

娘の結婚 小路　幸也

リーバサイド・チルドレン 梓崎　優

月と太陽 瀬名　秀明

空しか、見えない 谷村　志穂

花咲小路 丁目の刑事 小路 幸也



聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦

明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち 山田　詠美

一千兆円の身代金 八木 圭一

昭和の犬 姫野　カオルコ

桜ほうさら 宮部　みゆき

お任せ！数学屋さん 向井　湘吾

しろいろの街の、その骨の体温の 村田　沙耶香

家族の見える場所 森　浩美

芸人前夜 中田　敦彦

離婚男子 中場　利一

化物語　上・下 西尾　維新

翔ぶ少女 原田　マハ

ワタクシハ 羽田　圭介

住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

書　名 著　者

人間にとって成熟とは何か 曽野　綾子

歳月がくれるもの　－まいにち、ごきげんさん－ 田辺　聖子

平山夢明の全身複雑骨折 平山　夢明

賢者は幸福ではなく信頼を選ぶ。 村上　龍

※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。

大江戸ドクター 和田　はつ子

憤死 綿矢　りさ

人生のお福分け 清川　妙

え、なんでまた？ 宮藤　官九郎

妙齢美容修行 辛酸　なめ子

千兆円の身代金 八木 圭

ギッちょん 山下　澄人

手のひらの砂漠 唯川　恵

「スネ夫」という生きかた 横山　泰行



優しい死神の飼い方 知念　実希人

彼女の家計簿 原田　ひ香

ビブリア古書堂の事件手帖　５　栞子さんと繋がりの時 三上　延

ボブという名のストリート・キャット ジェームズ・ボーエン

帰ってきたヒトラー 上・下 ティムール・ヴェルメシュ

アロマテラピー図鑑　最新３訂版 佐々木　薫

知識ゼロからの書道あそび文字入門 武田　双雲

英語は「インド式」で学べ！ 安田　正

牛丼愛　－ビーフボウル・ラヴ－ 小野寺　史宜

美幸 鈴木　おさむ

住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

書　名 著　者

ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一

ナチと理髪師 エドガー・ヒルゼンラート

三省堂国語辞典　第７版 見坊　豪紀

覚悟の磨き方　－超訳吉田松陰－ 池田　貴将

統合失調症がやってきた ハウス加賀谷

社会人大学人見知り学部卒業見込 若林　正恭

怪談を書く怪談 加門　七海

「つらい冷え性」がいますぐ治る本 坂戸　孝志

去年の冬、きみと別れ 中村　文則

子どもの身長がぐんぐん伸びる！ 川合　利幸

子育てハッピーアドバイス知っててよかった小児科の巻 吉崎　達郎

ピンクとグレー 加藤　シゲアキ

刑務所わず。　－塀の中では言えないホントの話－ 堀江　貴文

帰ってきたヒトラ 上・下 ティム ル・ヴェルメシュ

虹の少年たち

殺人犯はそこにいる

アンドレア・ヒラタ

清水　潔

※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。



―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

書　名 著　者

めまいを自分で治す１０分体操 新井　基洋

さようなら、オレンジ

世迷ごと　正・続 マツコ・デラックス

錨を上げよ 上・下 百田 尚樹

冥談 京極　夏彦

学問 山田　詠美

悪役令嬢後宮物語　１・２ 涼風

俺だって子供だ！ 宮藤　官九郎

嫌われる勇気 岸見　一郎

岩城　けい

北海道の山　改訂版 伊藤　健次

夫婦は話し方しだいで９割うまくいく 高橋　愛子

糖尿病と合併症はこれを知っているだけでどんどん治る

北極男 荻田　泰永

木下　カオル

住民リクエスト

錨を上げよ　上・下 百田 尚樹

のび太の「力」 横山　泰行

※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。

芸人の妻たち 太田プロダクション芸人妻

学校あるある 学校あるある研究部

蛇行する月 桜木　紫乃

泣ける英語 デイビッド・セイン

学校では絶対に教えてくれない僕たちの国家 三橋　貴明



（平成２６年２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

今月の新刊本

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。～

●あたらしい子がきて・・・岩瀬　成子　文　上路　ナオ子　絵

 お父さん、お母さん、おおばあちゃん、おばあちゃん、近所の公園で出会ったおじ
さんと知的障害のあるおばさんのきょうだい、妹のるい…さまざまな人と人とのつな
がりを通して、心境がすこしずつ変化し、成長していく、姉妹のお話。
一つちがいの姉妹の下に弟が生まれたことで、微妙に変化する心境をこまやかに描き
出す。やっぱりきょうだいっていいな。

「児童書」

今月のイチオシ

みなさん、こんにちは。

今月の新刊本

おたまじゃくしのしょうがっこう かこ　さとし

※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。

書　名 著　者

あかいありのぼうけんえんそく かこ　さとし

パピプペポーおんがくかい かこ　さとし

斉藤　洋

まはら　三桃

エリック・カール

飯野　和好

元永　定正

サリー・ガードナー

がっこうのおばけずかん

ひなまつりのお手紙

えをかくかくかく

つぎのかたどうぞ

あみだだだ

透明人間になった男の子のはなし

あおいめのめりーちゃんおかいもの かこ　さとし



たのしい！おべんとう・パーティーメニュー さくら　ももこ

やなせ　たかし

書　名 著　者

住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

１００円グッズで不思議！面白い！ 工作・実験工房

トミカコレクション　２０１４

キラデコ＆手づくりテク ピチレモンブックス編集部

恐怖！心霊現象の謎 並木　伸一郎

ダイアナ 東　園子

ワクワクお仕事ナビ ピチレモンブックス編集部

うれしい！おかし・デザート さくら　ももこ

だいすき！人気メニュー さくら　ももこ

うちらのかわいいお部屋づくり ピチレモンブックス編集部

アンパンマン大図鑑　－公式キャラクターブック－

５分後に意外な結末　１　赤い悪夢

５分後に意外な結末 ２ 青いミステリー

やなせ　たかし

やなせ　たかし

アンパンマンをさがせ！　ＢＬＵＥ

アンパンマンをさがせ！　１

奥山　景布子

前橋　明

原　ゆたか

松田　哲夫

マイケル・ウィリアムズ

やなせ　たかし

やなせ　たかし

※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。

５分後に意外な結末　２　青いミステリー

５分後に意外な結末　３　白い恐怖

５分後に意外な結末　４　黒いユーモア

５分後に意外な結末　５　黄色い悲喜劇

清少納言と紫式部

０・１・２さいのすこやかねんねのふわふわえほん

かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう

中学生までに読んでおきたい哲学　１　愛のうらおもて

路上のストライカー

アンパンマンをさがせ！　ＲＥＤ

アンパンマンをさがせ！　ＧＲＥＥＮ



アンパンマンをさがせ！　３ やなせ　たかし

いちごさんがね… とよた　かずひこ

ももんちゃんし～ とよた　かずひこ

ぐるぐるちゃんとふわふわちゃん 長江　青

ウリオ 長谷川　義史

あ あ 三浦 太郎

いちねんめいろ せべ　まさゆき

おふろにいれて せな　けいこ

はーくしょい せな　けいこ　

はみがきさん せな　けいこ

クレヨンどうぶつなぁーに？ 高氏　雅昭

住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

書　名 著　者

ポケモンをさがせ！ベストウィッシュ 相原　和典

風立ちぬ 宮崎　駿

アンパンマンをさがせ！　２ やなせ　たかし

※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。

おいもさんがね… とよた　かずひこ

あんぱんまん やなせ　たかし

新・三銃士　１～８ 大石　好文

空想科学読本１～４、６、８、１０～１２ 柳田　理科雄

アンパンマンとくるま やなせ　たかし

アンパンマンとどうぶつ やなせ　たかし

たまちゃんよくにあう アランジ　アロンゾ

ねずみくんのプレゼント 上野　紀子

さがして！みつけて！チャギントン

あ・あ 三浦 太郎

あー・あー 三浦　太郎

わにわにとあかわに 山口　マオ



住民リクエスト ―住民の皆様からのリクエストを参考に購入した図書です―

書　名 著　者

すきすきひよちゃん アランジ　アロンゾ

チャイルドブックぷう 　　

ねんねねんね 中村　有希

ホームヘルパー犬ミルキー 井上　夕香

ふたごのたこたこウィンナー 西村　敏雄

※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。


