
「一般書」 （平成２８年　６月　入荷分）

　・小説、読み物、随筆、エッセイ

☆　今月のイチオシ　☆
☆『ママ、もっと自信をもって』　―　中川　李枝子　著（育児）　

２０１６年　４月　日経ＢＰ社

　「ぐりとぐら」シリーズで有名な絵本作家の「なかがわりえこ」をご存じの方は多い

でしょう。元保育士の著者が現代の悩める母親たちに贈る応援歌です。

🍀　今月の新刊本　🍀

牛姫の嫁入り 大山　淳子

代体 山田　宗樹

竜と流木 篠田　節子

さよならクリームソーダ 額賀　澪

少女奇譚　あたしたちは無敵 朝倉　かすみ

総選挙ホテル 桂　望実

神奈備 馳　星周

老いも病も受け入れよう 瀬戸内　寂聴

遊園地に行こう！ 真保　裕一

三の隣は五号室 長嶋　有

緑は異なもの 松井　今朝子

ポーラースター 海堂　尊

横浜１９６３ 伊東　潤

ねこのおうち 柳　美里

水鏡推理〔３〕パレイドリア・フェイス 松岡　圭祐

☆.。.:*・゜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。～

※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



🍀　住民リクエスト　🍀

有元　秀文

幸せになる勇気 岸見　一郎

社会人が困った時のためのスジの通し方 かじ　さとし

官賊と幕臣たち 原田　伊織

韓国人による沈韓論 シンシアリー

知日 毛　丹青

君はどこにでも行ける 堀江　貴文

新社会人に贈る護身術としての法律講座 外岡　潤

大学４年間の経済学が１０時間でざっと学べる 井堀　利宏

和の国富論 藻谷　浩介

今世紀は日本が世界を牽引する 長谷川　慶太郎

上手に「自分を守る」技術 片田　珠美

本音に気づく会話術 西任　暁子

身近な人がうつかなと思ったら読む本 和田　秀樹

フランス人は１０着しか服を持たない　２

黄色いマンション黒い猫 小泉　今日子

ままならないから私とあなた 朝井　リョウ

サブマリン 伊坂　幸太郎

天才 石原　慎太郎

異郷の友人 上田　岳弘

スクープのたまご 大崎　梢

ツバキ文具店 小川　糸

向田理髪店 奥田　秀朗

映画暗殺教室　 金沢　達也

映画暗殺教室　卒業編 金沢　達也

シェア 加藤　秀行

防諜捜査 今野　敏

アンと青春 坂木　司

ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード 小路　幸也

君の膵臓をたべたい 住野　よる

死んでいない者 滝口　悠生

世界の果てのこどもたち 中脇　初枝

暗幕のゲルニカ 原田　マハ

若様とロマン 畠中　恵

バベル九朔 万城目　学

ホモサピエンスの瞬間 松波　太郎

ニセモノの妻 三崎　亜記

子どもが必ず本好きになる１６の方法・実践アニマシオン

ジェニファー・Ｌ．スコット

※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ました-

書　　名 著　　者



🍀　住民リクエスト　🍀

神様のコドモ 山田　悠介

王とサーカス 米澤　穂信

橋を渡る 吉田　修一

日本の「運命」について語ろう 浅田　次郎

マリコ、炎上 林　真理子

ペコロスの母の贈り物 岡野　雄一

男の粋な生き方 石原　慎太郎

一流の育て方 ムーギー・キム

すごいメモ。 小西　利行

一生使える”算数力”は親が教えなさい。 マルコ社

すごい家事 松橋　周太呂

魔法のケーキ 荻田　尚子

いよいよ、日本の時代がやって来た！ 日下　公人

読書へのアニマシオン Ｍ．Ｍ．サルト

貯金習慣 マルコ社

つくおき　－週末まとめて作り置きレシピ－ ｎｏｚｏｍｉ

魔法のパスタ 村田　裕子

🍀　ブックフェア　🍀

怒らない 葉　祥明

１８きっぷ 朝日新聞社

大村智ものがたり 馬場　錬成

神さまのいる書店　〔１〕 三萩　せんや

 １.  書籍見本市。図書展。出版関係業者の取引の場や、慈善など特定の目的の 

　　 ために書籍の販売を行う場をいう。

２． あるテーマのもとに関係書籍を売り場に集めて行う、販売促進のための催

　　 し物。

　　　※ＹＡＨＯＯ！コトバンクより引用

※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。

・・・ブックフェアってなに？・・・

書　　名 著　　者

　ー札幌で開催したブックフェアで、ボランティアの
　みなさんと一緒に選書し、購入しましたー

-住民の皆様からのリクエストを参考に購入しました-

書　　名 著　　者



「児童書」 （平成２８年　６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

☆　今月のイチオシ　☆
☆『かあちゃんえほんよんで』（絵本）

　毎日いそがしいかあちゃんに、「えほんよんで！」と言いたいけど言えない子どもの

かあちゃんを大事に思う気持ちが、いじらしくも可愛らしい作品です。　がんばってる

かあちゃんの姿もとってもステキです♪

🍀　今月の新刊本　🍀

オイレ夫人の深夜画廊 斉藤　洋

アンティーク・シオンの小さなきせき 茂市　久美子

びょういんのおばけずかん 斉藤　洋

理科室の日曜日 村上　しいこ

ツトムとでんしゃのカミサマ にしかわ　おさむ

ヤマネコとウミネコ 野中　柊

カルペパー一家のおはなし マリオン・アピントン

やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち なかや　みわ

おめでたこぶた　その３　サムのおしごと アリソン・アトリー

ぼくだってトカゲ 市居　みか

きせたがりやの魔女 岡田　淳

ぼくのいちにちどんなおと？ むろ　まいこ

なにがあってもずっといっしょ くさの　たき

三年一組、春野先生！ くすのき　しげのり

ペットのきんぎょがおならをしたら…？ マイケル・ローゼン

シャーロット・ヴォーク

せなか町から、ずっと 斉藤　倫

ロボとピュータのはいくえほん　なつやすみのまき みなみ　しんぼう

☆.。.:*・゜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。～

　　２０１６年　１月　絵本塾出版

― かさい　まり　文／北村　裕花　絵

※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

ビアトリクス・ポターとかわいそうなテンジクネズミのはなし



🍀　住民リクエスト　🍀

いのちをつなぐ犬夢之丞物語 佐藤　真澄

はたらくじどう車図鑑 いのうえ　こーいち

死神うどんカフェ１号店　６杯目 石川　宏千花

「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希　一樹

ばけばけばけばけばけたくん　かくれんぼの巻 岩田　明子

いろなしくん こもり　まこと

まよいが 近藤　薫美子

おしっこおしっこ Ｅ．ジャドゥール

ズートピア 俵　ゆり

わんぱくだんのてるてるぼうず 末崎　茂樹

バーバパパと恐竜 アネット・チゾン

バーバパパとまぼろしのピラミッド アネット・チゾン

バーバパパのおもちゃ工場 アネット・チゾン

バーバブラボーは名探偵 アネット・チゾン

バーバママ火山へいく アネット・チゾン

あかちゃん ｔｕｐｅｒａｔｕｐｅｒａ

おならしりとり ｔｕｐｅｒａｔｕｐｅｒａ

筒井　則行

やまびと 中川　学

しかけのないしかけえほん のぶみ

ジュウオウジャーかぞく のぶみ

きょうりゅうきょうりゅう バイロン・バートン

いつだってともだち 降矢　なな

すぽーつのほん ディック・ブルーナ

ろってちゃん ディック・ブルーナ

しんかんせんでいこう 間瀬　なおかた

ぞうちゃんとねずみちゃん 三浦　太郎

このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ

りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ

きょうのおやつは わたなべ　ちなつ

モーションシルエット

わんぱくだんのおかしなおかしや 末崎　茂樹

※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。

小学生のボクは、鬼のようなお母さんにナスビを売らされました。

ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅ　ｂｏｏｋｓ

-住民の皆様からのリクエストを参考に購入しました-

書　　名 著　　者



🍀　ブックフェア　🍀

ミュウとゴロンとおにいちゃん 小手鞠　るい

森をつくる Ｃ．Ｗニコル

マザーランドの月 サリー・ガードナー

ウォーリーと１６人のギャング リチャード・ケネディ

ハリーとうたうおとなりさん ジーン・ジオン

オオカミがキケンってほんとうですか？ せき　ゆうこ

あいつとぼく 羽尻　利門

木のすきなケイトさん ジル・マケルマリー

てっぺんねこ Ｃ．ロジャー・メイダー

はなくそ アラン・メッツ

あめあがりのかさおばけ 森川　成美

きょうふのたこホテル 山本　省三

あやしいジュース 堀口　順子

きえたじょろうぐものひみつ 正岡　慧子

おしいれのひとりぼっちおばけ 戸田　和代

ねこロボットののろい 国松　俊英

そうめんこぞう くぼ　ひでき

あぶないエレベーター 牧野　節子

ねらわれたにちようび 三枝　理恵

おばけのドロロン 丘　修三

モンスター･ホテルでおひさしぶり 柏葉　幸子

モンスター･ホテルでたんていだん 柏葉　幸子

モンスター･ホテルでひみつのへや 柏葉　幸子

モンスター･ホテルでごしょうたい 柏葉　幸子

モンスター･ホテルでピクニック 柏葉　幸子

おばけトリックアート　１　おばけやしきのきょうふ 北岡　明佳

おばけトリックアート　２　たんけん！おばけじま 北岡　明佳

北岡　明佳

小説ちはやふる　中学生編１ 時海　結以

小説ちはやふる　中学生編２ 時海　結以

小説ちはやふる　中学生編３ 時海　結以

小説ちはやふる　中学生編４ 時海　結以

アナと雪の女王

シンデレラ

眠れる森の美女

白雪姫

リトル･マーメイド

おばけトリックアート　３　おばけめいろにチャレンジ

※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。

ディズニー・ストーリーブック・アーティスト

ディズニー・ストーリーブック・アーティスト

ディズニー・ストーリーブック・アーティスト

ディズニー・ストーリーブック・アーティスト

ディズニー・ストーリーブック・アーティスト

　ー札幌で開催したブックフェアで、ボランティアの
　みなさんと一緒に選書し、購入しましたー

書　　名 著　　者



🍀　ブックフェア　🍀

真田十勇士　１　参上、猿飛佐助 小前　亮

真田十勇士　２　決起、真田幸村 小前　亮

真田十勇士　３　激闘、大坂の陣 小前　亮

小説進撃の巨人ＬＯＳＴ　ＧＩＲＬＳ 瀬古　浩司

小説七つの大罪　－外伝－　昔日の王都七つの願い 松田　朱夏

小説七つの大罪　－外伝ー　彼らが残した七つの傷跡 松田　朱夏

進撃の巨人空想科学読本 柳田　理科雄

小説進撃の巨人反撃の狼煙 松田　朱夏

小説四月は君の嘘　－６人のエチュードー 時海　結以

※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。

　ー札幌で開催したブックフェアで、ボランティアの
　みなさんと一緒に選書し、購入しましたー

書　　名 著　　者


