
「一般書」 （平成２９年　１月　入荷分）

　・小説、読み物、随筆、エッセイ

☆　今月のイチオシ　☆
☆『幻庵　上・下』　―　百田　尚樹　著（小説）　

２０１６年１２月　文藝春秋

　囲碁を題材とした本格歴史小説です。三千年前に中国で生まれたといわれている囲碁を

現代のかたちに進化させたのは日本人だそうです。江戸時代、徳川家康に奨励された囲碁

の天才たちが競い合い、名人を目指します。

🍀　今月の新刊本　🍀

屋根をかける人 門井　慶喜

七月に流れる花 恩田　陸

八月は冷たい城 恩田　陸

カズサビーチ 山本　一力

さまよえる古道具屋の物語 柴田　よしき

走狗 伊東　潤

🍀　住民リクエスト　🍀

ウシジマくんｖｓ．ホリエモン人生はカネじゃない！ 堀江　貴文

「認知症」がとまった！？　－ボケてたまるか－ 山本　朋史

スピリチュアル漫画家！ 魔夜　峰央

相方は、統合失調症 松本　キック

静かの海〔１〕・〔２〕 筏田　かつら

虹を待つ彼女 逸木　裕

ハーモニー 伊藤　計劃

☆.。.:*・゜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

書　　名 著　　者

-住民の皆様からのリクエストを参考に購入しました-



🍀　住民リクエスト　🍀

よるのばけもの 住野　よる

ブラック・ドッグ 葉真中　顕

私のスポットライト 林　真理子

-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

※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。



「児童書」 （平成２８年　９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　☆
☆『たべものえほん　２』（しかけ絵本） ―  古川　正和 文／本信　公久　絵

　　 ２０１６年１１月　偕成社

　折りたたまれたページをつまんでひっぱると、おいしそうなごちそうが広がります。

こどもたちが大好きなカレーやエビフライ、ポテトサラダも♡ページをめくるたびに、

おなかがぐ～っとなってしまいます！

🍀　今月の新刊本　🍀

にっこりおすしとわさびくん 佐川　芳枝

マルゲリータのまるちゃん 井上　林子

へんてこだより 杉浦　範茂

だるまちゃんとにおうちゃん 加古　里子

しんけんしょうぶ　だるまさんがころんだ 武田　美穂

🍀　住民リクエスト　🍀

レゴすごいアイデア

桜坂は罪をかかえる 藤本　ひとみ

さかなクンの一魚一会

学校へいきたい！〔１〕・〔２〕・〔３〕

時間の女神のティータイム あんびる　やすこ

ハムスターのすてきなお仕事 あんびる　やすこ

天と地の方程式　３ 富安　陽子

おしりたんてい　 トロル

書　　名 著　　者

～次の児童書が入荷いたしましたので、ご利用ください。～

☆ 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 ☆

ダニエル・リプコーウィッツ

書　　名 著　　者

さかなクン

※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-

☆.。.:*・゜みなさん、こんにちは　☆.。.:*・゜



🍀　住民リクエスト　🍀

おしりたんてい　ププッレインボーダイヤをさがせ！ トロル

トロル

おしりたんてい　ププッきえたおべんとうのなぞ！ トロル

おしりたんてい　ププッおおどろぼうあらわる！ トロル

おしりたんてい　むらさきふじんのあんごうじけん トロル

おしりたんてい　やみよにきえるきょじん トロル

おしりたんてい　ふめつのせっとうだん トロル

都会（まち）のトム＆ソーヤ　１３・１４ はやみね　かおる

ほねほねザウルス　９・１４～１６ カバヤ食品株式会社

５秒後に意外な結末　－パンドラの赤い箱－ 桃戸　ハル

グレッグのダメ日記　やっぱり、むいてないよ！ ジェフ・キニー

グレッグのダメ日記　いちかばちか、やるしかないね！ジェフ・キニー

エルフとレーブンのふしぎな冒険　２～５ マーカス・セジウィック

ヒックとドラゴン　１２上・下

暗号クラブ　６～８ ペニー・ワーナー

大坂城　－絵で見る日本の城づくりー 青山　邦彦

へんしんおてんき あきやま　ただし

パンダなりきりたいそう いりやま　さとし

ピノキオ いもと　ようこ

ぼく、ドジオ。 いわい　としお

おおゆきくまちゃん デイヴィッド・ウォーカー

だるまさんが かがくい　ひろし

だるまさんの かがくい　ひろし

おふろでんしゃ 木戸　直子

ノンタンピクニックららら キヨノ　サチコ

ノンタンスプーンたんたんたん キヨノ　サチコ

のっぽのスイブル１５５ こもり　まこと

-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

おしりたんてい　ププッちいさなしょちょうのだいピンチ！？

※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。

ヒック・ホレンダス・ハドック三世



🍀　住民リクエスト　🍀

俵　ゆり

スーパートラック スティーヴン・サヴェッジ

ポコポコミルク さかい　さちえ

は・は・は せな　けいこ

めくってめくって　－へんしんえほんー つしま　ひろし

なでなでももんちゃん とよた　かずひこ

まてまてももんちゃん とよた　かずひこ

かめんやさん ひだか　きょうこ

ニール・アームストロング 縣　秀彦

スティーブ・ジョブズ 林　信行

アンネ・フランク 石岡　史子

ワンガリ・マータイ 毎日新聞社

お化けの迷路 香川　元太郎

ひとりであめちゃうカンタン！こどものゆびあみ 篠原　くにこ

オードリー・ヘプバーン 清藤　秀人

あやとりであそぼ！ 本郷あやとり研究会

大人気！！親子で遊べるたのしい！あやとり 野口　とも

南総里見八犬伝　２～４ 滝沢　馬琴

青い真珠は知っている 藤本　ひとみ

「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希　一樹

アンパンマンとにらめっこ！ やなせ　たかし

ノラネコぐんだんおすしやさん 工藤　ノリコ

ノラネコぐんだんそらをとぶ 工藤　ノリコ

ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤　ノリコ

くものうえのハリー 城井　文

クリスマスのおばけ せな　けいこ

さがして！みつけて！アナと雪の女王いつもオラフといっしょ

楽しみながら身につく！小学生のための整理収納おもしろドリル 梶ヶ谷　陽子

※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　🍀

おいらねこのにゃーた 谷村　あかね

あとでって、いつ？ 宮野　聡子

いちばんしあわせなおくりもの 宮野　聡子

かぶきわらし 庄司　三智子

あそびいっぱいブックて・て・てであそぼ！

えほんひつじのショーンをさがせ！

おかあさんといっしょ　おうただいすき

鬼が笑う　－一鬼夜行ー 小松　エメル

鬼の祝言　－一鬼夜行ー 小松　エメル

鬼やらい　上・下　－一鬼夜行ー 小松　エメル

枯れずの鬼灯　－一鬼夜行ー 小松　エメル

花守り鬼　－一鬼夜行ー 小松　エメル

三国志　１～４、６～１０ 小前　亮

もりのやきゅうちーむふぁいたーず　つよさのひみつ 堀川　真

いっさいはん ｍｉｎｃｈｉ

だれも知らないアンパンマン やなせ　たかし

「守り人」のすべて 上橋　菜穂子

カッコよくなりたい はかまた０２

ステキになりたい オオノ　マサフミ

三国志ヒーローズ！！ 奥山　景布子

１０分で読める伝記　１年生～６年生 塩谷　京子

なぜ？どうして？かがくのお話　１年生 大山　光晴

星座の神話伝説大図鑑 グラフィオ

寿命図鑑 やまぐち　かおり

イルミネイチャー レイチェル・ウィリアムズ

トミカ超図鑑デラックス

しろくまのそだてかた うつみ　のりこ

アードマン・アニメーションズ

-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

※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　🍀

明日にトライ！　－リーチ･マイケル物語ー ひろはた　えりこ

ルルとララのアロハ！パンケーキ あんびる　やすこ

死神うどんカフェ１号店　別腹編☆ 石川　宏千花

いやいやえん 中川　李枝子

お願い！フェアリー❤　１５・１６ みずの　まい

昔話法廷

妖怪たぬきポンチキン人間界にやってきた！ 山口　理

青木　伸生

王子とこじき マーク・トウェイン

カラフル 新井　洋行

ピノキオ いもと　ようこ

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ

チャレンジミッケ！　ミッケがだいすき　１ ウォルター・ウィック

だるまちゃんしんぶん 加古　里子

だるまちゃんとにおうちゃん 加古　里子

絵本で出会う星の王子さま サン・テグジュペリ

へんてこだより 杉浦　範茂

大畑　隆子

こんとあき 林　明子

まめまめくん セバスチャン・ムーラン

なりたがりやのくも ゆむら　てるひこ

カーズ　メーターが大かつやく？する１０のおはなし 老田　勝

ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル

王女さまのお手紙つき　２～６ ポーラ・ハリソン

賢者のおくりもの いもと　ようこ

ないたあかおに いけだ　たつお

ノンタン・タータンあそび図鑑 キヨノ　サチコ

-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

ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班

※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。

ちいさなプリンセスソフィア　オラフとネトルのものがたり

１０分で読めるほんとうにあった感動物語　３年生・４年生



🍀　住民リクエスト　🍀

カレーライス 小西　英子

いつまでも アンナ・ピンヤタロ

ちっちゃなおさかなちゃん ヒド・ファン・ヘネヒテン

メリークリスマスおさるのジョージ Ｍ．レイ

🍀　かみしばい　🍀

くぬぎちゃんのくるんくるんぼうし 相野谷　由起

ぼうさまがくれたにわとり 伊野　孝行

あかちゃんとおるすばん 土田　義晴

モモちゃん「あかちゃんのうち」へ 土田　義晴

モモちゃんちにきたぞうさん 土田　義晴

かっぱばし 夏目　尚吾

おさるさん ひだの　かな代

ポンコちゃんとゆきだるま ひろかわ　さえこ

こころもりの冬じたく 松成　真理子

※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。

－絵本コーナーにあります♪－

書　　名 著　　者

-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


