
（平成２６年３月入荷分）

◎小説、読み物、随筆、エッセイ

※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。

不妊 島田　武

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

●約束の海・・・山崎　豊子　著

 戦争とは？　日本人とは？　構想三十年、壮大なスケールで描く最後の長篇小説！
「戦争の時代に生きた私の、“書かなければならない”という使命感が、私を突き動
かすのです」（山崎氏）。海上自衛隊潜水艦部隊の若き士官を襲う過酷な試練。その
父は昭和十六年、真珠湾に出撃して――。時代に翻弄され、時代に抗う、父子百年の
物語。

夫ががんになったら 土倉　玲子

ライフ取りゲーム 藍沢　未郷

今月の新刊本

書　名 著　者

日本橋本石町やさぐれ長屋 宇江佐　真理

北海道安全な登山 日下　哉

宿六の言い分

男親子（おやこ）

岡田　寛士

佐鈴　信能

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



※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。

海の魚大図鑑

授業で役立つブックトーク

施設で育った子どもたちの語り

おりがみ１２か月

宇宙の謎　－６５の発見物語－

おうちの科学

『施設で育った子どもたちの語り』編集委員会

津留見　裕子

ポール・マーディン

内田　麻理香

大原　まゆみ

上島　陽子

神谷　和宏

石川　皓章

外来どうぶつミニ図鑑

あぁ、そうなんだ！魚講座

手塚治虫物語への招待　１～３

立体切り紙かわいい小物

ウルトラマンは現代日本を救えるか

ケント・モリ

石井　ゆかり

亀井　まさのり

手塚　治虫

ブックキャラバン ―本屋さんが小学校に持ってきてくれた本の中から児童が選書した図書です―

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―

書　名 著　者

大江戸Ｕｎｄｅｒ　Ｔｈｅ　Ｓｋｙ　だいふく 藤村　幸多

王になろうとした男 伊東　潤
学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大
学に現役合格した話

あげたい！食べたい！手作りチョコレート

ビジュアルディクショナリー

坪田　信貴

ブティック社

ＤＫ

鈴木　欣司

Ｄｒｅａｍ＆Ｌｏｖｅ

水瓶座



（平成２６年３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

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

●青い舌の怪獣をさがせ！・・・ドリー・ヒルスタッド・バトラー　文
　　　　　　　　　　　　　　　もりうちすみこ　絵　うしろだなぎさ　訳
　
　セラピー犬として学校に通うバディのまわりでつぎつぎ事件が。犬のバディが大活
躍！むずかしい事件を解決するユーモアミステリー。アメリカ探偵作家協会賞児童図
書賞受賞のシリーズ。

「児童書」

今月のイチオシ

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。

～次の児童書が入荷いたしましたので、ご利用ください。～

大石　学

ジャクリーン・ボール

わくわくする日本の歴史

古代中国

今月の新刊本

ヨーロッパがわかる 明石　和康

※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

うんこしりとり ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ

はじめての道徳教科書 道徳教育をすすめる有識者の会



やさしくわかる放射線

イヌネコの体の不思議

新いぬとねこ１００

山村　紳一郎

斉藤　勝司

今泉　忠明

※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。

ものの値段大研究 佐和　隆光

税ってなに？シリーズ　１ 三木　義一

謎の海底サメ王国

ペンギンはなぜ飛ばないのか？

ぼくらの街にキリンがやってくる

ウマがうんこした

調べよう！実行しよう！よいすいみん　１

ハーブのティーパーティー

町工場の底力　３

「生きられた家」をつむぐ

スーパーワイドブック新幹線・特急

神山　潤

あんびる　やすこ

奥山　明日香

マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ

エミリー・ボーン

飛田　翔

福田　幸広

ＮＨＫスペシャル深海プロジェクト取材班

少子高齢社会 鬼頭　宏

ふえる人口へる人口 鬼頭　宏

１５歳から、社長になれる。 家入　一真

古代エジプト ジル・ルバルカーバ

武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ

４７都道府県！！ご当地キャラと日本一周　３ ご当地キャラ探検隊

書　名 著　者

住民リクエスト

ペットの専門店コジマ

綿貫　豊

志茂田　景樹

どうなってるの？きしゃとでんしゃのなか

空をとぶ飛行機

―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―

ペットの飼い方入門

はじめての相対性理論 佐藤　勝彦



ブックキャラバン ―本屋さんが小学校に持ってきてくれた本の中から児童が選書した図書です―

山田和樹とオーケストラのとびらをひらく 山田　和樹

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―

書　名 著　者

あやとり大全集 野口　廣

都会（まち）のトム＆ソーヤゲーム・ブック はやみね　かおる

ローズマリーとヴィーナスの魔法 あんびる　やすこ

中村　文人

怖くてふしぎな都市伝説・迷信大事典 藤田　晋一

不思議！！都市伝説　４　トパーズの巻 平川　陽一

おばけのアッチとドラキュラスープ 角野　栄子

霊界の宿題 加藤　一

子どもに語る日本の神話 三浦　佑之

１０分で読めるほんとうにあった感動物語　１年生 青木　伸生

１０分で読めるほんとうにあった感動物語　２年生 青木　伸生

書　名 著　者

トリックアートおばけやしき 北岡　明佳

※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。

からくりどーるのおもしろ！マジック からくりどーる

女子力アップ！のウラワザ☆ 四条　さやか

日本歴史めいろ このみ・プランニング

びっくり！！トリックアート　７

尾木ママの女の子相談室　３ 尾木　直樹

ゴールディーのお人形 Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン

浮いちゃってるよ、バーナビー！ ジョン・ボイン

トイプードル警察犬カリンとフーガ



ダンゴムシ 今泉　忠明

３Ｄうみのいきものずかん

もっと！ほんとのおおきさ水族館

ミミズ

ファーブルこんちゅう記　８

イルカ（ナショナル・ジオグラフィック）

うつる病気のひみつがわかる絵本　１

全国修学旅行研究協会

千葉　幹夫

村上　健司

高柳　雄一

高濱　正伸

布施　哲治

井辻　朱美

スーザン・Ｅ．クライラン

池田　菜津美

今泉　忠明

こばやし　まさこ

小宮　輝之

皆越　ようせい

ファーブル

フリップ・ニックリン

おかだ　はるえ

妖怪探検図鑑　１　身近な山や水辺の妖怪

かがくあそび

科学感動物語　１　宇宙

算数レスキュー隊

宇宙ランキング・データ大事典

星と神話

サルが木から落ちる

みんなわくわく水族館

ずかんヘンテコ姿の生き物

ブックキャラバン ―本屋さんが小学校に持ってきてくれた本の中から児童が選書した図書です―

※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

大きな運転席図鑑ぷらす

大きなずかんはたらくじどう車　３ 元浦　年康

よくわかる放射線・放射能の問題 矢沢サイエンスオフィス

こっきのえほん　完全版 戸田　やすし

楠木　正成（コミック版日本の歴史　３３） 加来　耕三

行ってみよう！東京図鑑

仕事場がよくわかる！社会科見学　１

妖怪の日本地図　１　北海道・東北



※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。

古事記 那須田　淳

消えた自転車は知っている 藤本　ひとみ

ファルコンヒルの剣の王子 円山　夢久

黒い本　図書館版 緑川　聖司

迷宮ケ丘　１丁目　窓辺の少年 日本児童文学者協会

１３歳からの理論的な文章のトレーニング 小野田　博一

学年別漢字のなりたちの王様　４ 加納　喜光

学校の１２の怖い話 島崎　友樹

ぼくら！花中探偵クラブ　４ 田島　みるく

現代語で読む坊っちゃん 夏目　漱石

はじめてのクッキング！１

こんにちは美術　３ 福永　信

ちょこっとできるびっくり！工作　１ 立花　愛子

世界を変えるデザインの力　１ ナガオカ　ケンメイ

さあ、はじめよう！日本の武道　１ こどもくらぶ

ヒヨコだいさくせん ルーシー・ダニエルズ

魔法の文字 コルネーリア・フンケ

きせつとぎょうじのえほん わらべ　きみか

楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑 白數　哲久

自由自在漢字字典　改訂版 小学教育研究会

ブックキャラバン ―本屋さんが小学校に持ってきてくれた本の中から児童が選書した図書です―

書　名 著　者

羽生善治の将棋の教科書 羽生　善治

なまえをかえましょ！まほうのはさみ 内田　麟太郎

希望への扉リロダ 渡辺　有理子

ロボット世界のサバイバル　１ 金　政郁



※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。

ボグ・チャイルド シヴォーン・ダウド

チーター スージー・エスターハス

迷路アドベンチャー　ミッション　１ グラハム・ホワイト

ひまわりのおか 松成　真理子

ケイティとひまわりのたね ジェイムズ・メイヒュー

世界の危険生物

冒険島　１ ヘレン・モス

ファオランの冒険　１ キャスリン・ラスキー

見習い幻獣学者ナサニエル・フラッドの冒険　３ Ｒ．Ｌ．ラフィーバース

ゴインキョとチーズどろぼう エミリー・ロッダ

うちゅうといのち　図書館版 縣　秀彦

シークレット・キングダム　１ ロージー・バンクス

死神の追跡者 クリス・プリーストリー

アンナとプロフェッショナルズ　１ ＭＡＣ

名犬ボニーはマルチーズ　１ ベル・ムーニー

ひみつのマーメイド　１ スー・モングレディエン

心霊スポットへようこそ〔９〕 山口　理

ブックキャラバン ―本屋さんが小学校に持ってきてくれた本の中から児童が選書した図書です―

書　名 著　者

ポケネコ・にゃんころりん　１０ 山本　悦子


