
（平成２７年１１⽉⼊荷分）

◎小説、読み物、随筆、エッセイ

みなさん、こんにちは。
留寿都村公⺠館図書室から「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
◆寮⽣ －⼀九七⼀年、函館。（２０１５年１０⽉ 集英社）…今野 敏 著（⼩説）

川瀬　七緒メビウスの守護者

した青春小説。有名男子校で起こった死亡事件の謎を追うため、一

　北海道出身の作者による、１９７０年代の北海道函館市を舞台に

Ｋｉｌｌｅｒｓ　上・下 堂場　瞬一

年生の生徒たちが活躍します。

今⽉の新刊本
書　名 著　者

あこがれ

ヒトでなし　金剛界の章

運命の花びら　上・下

ウォーク・イン・クローゼット 綿矢　りさ

梶　よう子

※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。

浅田　次郎

川上　未映子

京極　夏彦

森村　誠一

ヨイ豊

わが心のジェニファー



ローマ法王に米を食べさせた男 高野　誠鮮

逢坂　剛

ギブ・ミー・ア・チャンス

シルバー川柳　４ 全国有料老人ホーム協会

―住⺠の皆様からのリクエストを参考に購⼊した図書です―

今⽉の新刊本

墓標なき街

義貞の旗 安部　龍太郎

わかれ 瀬戸内　寂聴

書　名 著　者

黒のコスモス少女団 朱川　湊人

陽だまりの天使たち 馳　星周

荻原　浩

宇江佐　真理

池井戸　潤

辻村　深月

冬の光 篠田　節子

竃河岸

下町ロケット　２

図書室で暮らしたい

リクエスト
書　名 著　者

連写 今野　敏

天国までの百マイル 浅田　次郎

※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。



（平成２７年１１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

がれきのなかの小鳥

中山　聖子

カーリ・ビッセルス

めざせ！動物のお医者さん きむら　ゆういち

みんなのおばけ小学校

走れ！みらいのエースストライカー

留寿都村公⺠館図書室から「新刊本」のご案内をいたします。

今⽉のイチオシ

〜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」

アンドレ・エレ

きっときっとまもってあげる Ｌ．マーロウ

鈴木　まもるおはよう！しゅうしゅうしゃ

べんり屋、寺岡の冬。

書　名 著　者

◆おじいちゃんのコート（２０１５年１０⽉ほるぷ出版）・・・

たちつづけます。物を大切にする気持ちをはぐくむ絵本です。

　おじいちゃんのコートは、コートじゃなくなってもおじいちゃんのやくに

みなさん、こんにちは。

市川　宣子

吉野　万理子

ジム・エイルズワース／⽂ バーバラ・マクリントック／絵（えほん・⼩学⽣から）

今⽉の新刊本

※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。

子どものためのラ・フォンテーヌのおはなし



まはら　三桃つくしちゃんとすぎなさん

二日月

オオカミのはつこい

いとう　みく

田島　征三

音楽室の日曜日 村上　しいこ

ビヨルン・ベリイ

村上　康成おもち！

子うさぎジャックとひとりぼっちのかかし

こんにちは、いたずらっ子エーミル

バーナデット・ワッツ

動物たちのビックリ事件簿　４ 宮崎　学

発明対決　４ ゴムドリｃｏ．

※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。

信じる？信じない？世界仰天ミステリー　２ 古舘　明廣

戦国武将列伝 加来　耕三

世界がわかるこっきのえほん ぼここうぼう

天草四郎 加来　耕三

ダイヤモンドより平和がほしい

どうぶつのあかちゃん

後藤　健二

よみがえる二百年前のピアノ 佐和　みずえ

みんなの少年探偵団 万城目　学

ブックキャラバン ーキャラバンにより、⼩学⽣が選んで購⼊した図書です。－

書　名 著　者

４７都道府県あなたの県の怖い話　上巻 並木　伸一郎

本当に怖いあなたのそばの怖い話・怖い場所大事典 ウェッジホールディングス

書　名 著　者

今⽉の新刊本



※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。

ベイマックス アイリーン・トリンブル

一つの花 今西　祐行

ジャカスカ号で大西洋へ 山下　明生

グレッグのダメ日記　とんでもないよ ジェフ・キニー

恐怖のお泊り会　〔５〕 Ｐ．Ｊ．ナイト

負けないパティシエガール ジョーン・バウアー

とっておきの名探偵 杉山　亮

戦争と平和のものがたり　２ 西本　鶏介

パティシエ☆すばる　ラズベリーケーキの罠 つくも　ようこ

おしいれのひとりぼっちおばけ 戸田　和代

おとのさま、でんしゃにのる 中川　ひろたか

恋する和パティシエール　６ 工藤　純子

ゆうたとおつきみ 楠　章子

妖精のパン屋さん 斉藤　栄美

伝説のエンゼル・ストーン 次良丸　忍

ぞくぞくむらのかぼちゃ怪人 末吉　暁子

一期一会大好き同士。 マインドウェイブ

ていでん★ちゅういほう いとう　みく

孤笛のかなた 上橋　菜穂子

はりねずみのルーチカ かんの　ゆうこ

魔女の宅急便 角野　栄子

恐怖！おばけやしきめいろブック ＷＩＬＬこども知育研究所

なぞかけ運動会 ねづっち

ブックキャラバン ーキャラバンにより、⼩学⽣が選んで購⼊した図書です。－

書　名 著　者



いちごパフェエレベーター 石崎　なおこ

※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。

チビ犬どんでんがえし ルーシー・ダニエルズ

オズの消えた姫 ライマン・フランク・ボーム

ヒミツの子ねこ　１ スー・ベントレー

赤毛のアン モンゴメリ

アニメおさるのジョージ　ハロウィーンのおばけ マーガレット・レイ

プリンセス★マジックルビー　１ ジェニー・オールドフィールド

ヘンリーくんと新聞配達 ベバリイ・クリアリー

ゆうれい作家はおおいそがし　１ ケイト・クライス

リトル・ジーニーときめきプラス ミランダ・ジョーンズ

呪われたカメラ Ｒ．Ｌ．スタイン

ひまわり－沖縄は忘れない、あの日の空を－ ひろはた　えりこ

お願い！フェアリー❤　１３ みずの　まい

心霊スポットへようこそ　〔１５〕 山口　理

わんわんランドセル 創作集団ばやしの会

ロミオとジュリエット ウィリアム・シェイクスピア

恐竜トリケラトプスとカルノタウルス 黒川　みつひろ

ブービーとすべりだい 高畠　純

妖怪交通安全 広瀬　克也

発見！古典はおもしろい　１巻 水野　ぷりん

ぷくみみちゃん やぎ　たみこ

どっちがへん？スペシャル いわい　としお

ブックキャラバン ーキャラバンにより、⼩学⽣が選んで購⼊した図書です。－

書　名 著　者

だいすきなおばあちゃん 岡田　千晶



※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。

リサとなかまたち、民法に挑む 大村　敦志

お金のこと 関　和之

友だち関係 藤　美沖

怖くて不思議な妖怪伝説　異ノ巻 逢魔　リョウイチ

ジャレットのきらきら魔法 あんびる　やすこ

死神うどんカフェ　１号店　１～５杯目 石川　宏千花

謎解きサーガ　１～２ 糸井　賢一

おばけやさん　２～５

書　名 著　者

あんずの木の下で 小手鞠　るい

魔夜　妖一うわさの怪談魔夏の悪夢

リクエスト ―住⺠の皆様からのリクエストを参考に購⼊した図書です―

あわてんぼフンガくん 国松　エリカ

ようかいえんにいらっしゃい 白土　あつこ

じてんしゃにのろう 田中　六大

はだしのゲン　－絵本－ 中沢　啓治

てんぐ、はなをかむ。 平田　景

男子のホンネ 斉藤　栄美

ＩＱ探偵ムー

おかべ　りか

ブックキャラバン ーキャラバンにより、⼩学⽣が選んで購⼊した図書です。－

書　名 著　者

ひつじのショーン　ショーンのそらのたび アードマン・アニメーションズ

深沢　美潮

エプロンひめのキラキラ☆プリンセスケーキ 藤　真知子



小浜　杳

エルフとレーブンのふしぎな冒険　１ マーカス・セジウィック

ダンシング☆ハイ　１～３ 工藤　純子

イスタンブルで猫さがし 新藤　悦子

おねがい♡恋神さま　－裏女子会のスパイ！？－ 次良丸　忍

れっつ！ダンス！！

さよなら宇宙人

太宰治名作集

リクエスト ―住⺠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

ぞくぞく村のランプの精ジンジン

ぼくらの魔女戦記　１

末吉　暁子

宗田　理

次良丸　忍

高科　正信

太宰　治

どうぶつがっこう

富盛菊枝児童文学選集　１～２

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　５

消えた美少女は知っている

ひみつのきもちぎんこう

「悩み部」の栄光と、その慢心。

ひとりではじめたアフリカボランティア

スカンピーと海のまじょ 押川　理佐

トビイ　ルツ

富盛　菊枝

廣嶋　玲子

藤本　ひとみ

ふじもと　みさと

麻希　一樹

栗山　さやか

ウーリー・オルレブ

横山　洋子

走れ、走って逃げろ

シンドバッドの冒険

ダース・ペーパーの逆襲 トム・アングルバーガー

※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。

インサイド・ヘッド スーザン・フランシス

サーティーナイン・クルーズ　９～２０



ぼくはこうして生き残った！　４～７ ローレン・ターシス

ロビンソン・クルーソー ダニエル・デフォー

暗号クラブ　５ ペニー・ワーナー

北加伊道 関屋　敏隆

パパはまほうのケーキやさん 田島　かおり

おばけだじょ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ

リクエスト ―住⺠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

少女ポリアンナ エレナ・ポーター

おいぼれミック バリ・ライ

本当に怖い話ＭＡＸ 宮崎　敦司

小学校６年分やさしくわかる算数図鑑 石井　孝子

びっくりグルメ超百科 びっくりグルメ研究会

整理整頓 入江　久絵

芥川龍之介名作集 芥川　龍之介

エール はやみね　かおる

風のヒルクライム 加部　鈴子

モデルに聞いたこわい話　家族編 カオル

モデルに聞いたこわい話　けんか編 カオル

ダンシング☆ハイ　１～３ 工藤　純子

※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。

いじめ　 武内　昌美

ちびまる子ちゃん劇場　５ 田中　史子

きみとのやくそく 都築　奈央

富盛菊枝児童文学選集　２ 富盛　菊枝



リクエスト ―住⺠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

迷宮ヶ丘　０～５丁目 日本児童文学者協会

トリシアは魔法のお医者さん！！　１～９ 南房　秀久

グレッグのダメ日記　わけがわからないよ！ ジェフ・キニー

ヒックとドラゴン　９～１１ ヒック・ホレンダス・ハドック三世

ベイマックス アイリーン・トリンブル

アンナとプロフェッショナルズ　２～３ ＭＡＣ

ハピネス 小林　深雪

グレッグのダメ日記　もう、がまんできない！ ジェフ・キニー

となりにいるのは、だれ？ Ｒ．Ｌ．スタイン

ヒミツの子ねこ　２～５ スー・ベントレー

クレヨンからのおねがい！ オリヴァー・ジェファーズ

ちょっとだけ 鈴木　永子

ころころにゃーん 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。

てまえみそのうた 小倉　ヒラク

戦火の約束 三枝　義浩

出口のない海 三枝　義浩

おべんとうはママのおてがみ 田島　かおり

声優探偵ゆりんの事件簿　〔１〕 芳村　れいな

オリガミ・ヨーダの研究レポート トム・アングルバーガー

グレッグのダメ日記　どんどん、ひどくなるよ ジェフ・キニー

グレッグのダメ日記　どうかしてるよ！ ジェフ・キニー

ぼくらと犬の小さな物語 山口　花



月の声 川口　公伸

※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。

伝説の海賊＆大事件事典 ながた　みかこ

読書で身につく！算数のお話 中田　寿幸

読書で身につく！図形のお話 中田　寿幸

こうすればじょうずに節電できる 池上　彰

トミカ・プラレールといっしょブック・ザ・ベスト

フットボール・アカデミー　１～６ トム・パーマー

タイムスリップ海賊サム・シルバー　１～４ ジャン・バーチェット

アスペルガーの心　１～３ フワリ

氷の上のプリンセス　１～４ 風野　潮

海底大陸 海野　十三

ほねほねザウルス　１～１３ カバヤ食品株式会社

ほねほねザウルス大図鑑 カバヤ食品株式会社

お願い！フェアリー❤　１～１４ みずの　まい

動物と話せる少女リリアーネ　１～９ タニヤ・シュテーブナー

トリシアは魔法のお医者さん！！　１～６ 南房　秀久

はずんで！パパモッコ　１～７ 山本　ルンルン

小説の書きかた 須藤　靖貴

武士道ジェネレーション 誉田　哲也

そして五人がいなくなる 箸井　地図

パンダのポンポン　１～７ 野中　柊

亡霊（ゴースト）は夜歩く 箸井　地図

リクエスト ―住⺠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。

アリゲイタばあさんはがんこもの 松山　円香

リクエスト ―住⺠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

怪奇人造島 寺島　柾史

泣けちゃう怪談　〔１〕 百瀬　しのぶ

スラスラ描けるマンガ教室 藤野　千夜

心の王冠 菊池　寛


