
「一般書」 （平成２９年１０月　入荷分）

　・小説、読み物、随筆、エッセイ

☆　今月のイチオシ　☆
☆『琥珀の夢　上・下』　―　伊集院　静　著（小説）　

２０１７年１０月　集英社

　サントリーの創業者、鳥井信治郎の人生を描いています。１３歳で丁稚奉公に入り、

苦労をしながらも新しいことにどんどん挑戦していきます。

🍀　今月の新刊本　🍀

西郷の首 伊東　潤

砂上 桜木　紫乃

高架線 滝口　悠生

武士マチムラ 今野　敏

守教　上・下 帚木　蓬生

花になるらん 玉岡　かおる

千夜と一夜の物語 仁木　英之

踊る星座 青山　七恵

千の扉 柴崎　友香

愛のかたち 岸　恵子

ポーラースター　〔２〕ゲバラ漂流 海堂　尊

蘇える鬼平犯科帳 池波　正太郎

三世代探偵団 赤川　次郎

ミステリークロック 貴志　祐介

僕はロボットごしの君に恋をする 山田　悠介

覆面作家 大沢　在昌

毒母ですが、なにか 山口　恵以子

☆.。.:*・゜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



「児童書」 （平成２９年１０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　☆
☆『トーストン』　―　新井　洋行／著（絵本）

２０１７年　９月　アリス館

　ジャムをぬったり、たまごをのせたり、だれでもできるよ、トーストン♪かんたんで

おいしい朝食をめしあがれ。きみはどんなトーストが好きかな？

🍀　今月の新刊本　🍀

まっすぐな地平線 森島　いずみ

ヒヒヒヒヒうまそう 宮西　達也

唐木田さんち物語 いとう　みく

街角には物語が… 高楼　方子

Ｘ－０１　２ あさの　あつこ

きのうえのおうちへようこそ！

やもじろうとはりきち 降矢　なな

サンタちゃん ひこ・田中

クリスマスがちかづくと 斉藤　倫

発明家になった女の子マッティ

おさるのジョージバスケットボールをする Ｍ．レイ

おさるのジョージほんやさんへいく Ｍ．レイ

ビーおばさんとおでかけ

オニのサラリーマン　しゅっちょうはつらいよ 大島　妙子

とうふやのかんこちゃん 吉田　道子

はやくちことばでおでんもおんせん 飯野　和好

～次の児童書が入荷いたしましたので、ご利用ください。～

☆.。.:*・゜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 ☆

※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

ドロシア・ウォーレン・フォックス

エミリー・アーノルド・マッカリー

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ



🍀　今月の新刊本　🍀

くるみのなかには たかお　ゆうこ

つくえの下のとおい国 石井　睦美

こねてのばして ヨシタケ　シンスケ

さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー

嘘の木 フランシス・ハーディング

🍀　キャラバン　🍀

トリックアートサンタクロース 北岡　明佳

あの日の恐怖がよみがえる学校の怖い話 平川　陽一

だれかに話すと呪われる学校の怖い話 平川　陽一

歴史教育者協議会

旗のほん　－世界の旗とその物語－ ロブ・コルソン

伊能忠敬　 たから　しげる

天国にとどけ！ホームラン 漆原　智良

ハーネスをはずして 辻　恵子

ジュニア空想科学読本　１ 柳田　理科雄

太陽系のふしぎ１０９ 永田　美絵

ファーブル先生の昆虫教室 奥本　大三郎

ひとりぼっちの子ゾウ ルイーザ・リーマン

よみがえれアイボ 今西　乃子

ＳＮＳ炎上

金魚たちの放課後 河合　二湖

いつも心の中に 小手鞠　るい

ルドルフとイッパイアッテナ 小宮山　みのり

釣りに行こう！ 高橋　秀雄

怪談５分間の恐怖　また、いる… 中村　まさみ

少年たちの戦場 那須　正幹

ＮＨＫ「オトナへノベル」制作版

※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。

大研究！日本の歴史人物図鑑　２　鎌倉時代～江戸時代

書　　名 著　　者

－キャラバンにより、小学生が選書して購入した図書です－

書　　名 著　　者



🍀　キャラバン　🍀

せかいいちのねこ ヒグチ　ユウコ

宮沢賢治童話全集　８ 宮沢　賢治

ぼくが消えないうちに Ａ．Ｆ．ハロルド

ゴーストの騎士 コルネーリア・フンケ

雪の女王

怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン

はんぶんのおんどり

しゅばばばばばばびじゅつかん ｕｗａｂａｍｉ

かわ　－絵巻じたてひろがるえほん－ 加古　里子

たびネコさん ローレン・カスティーヨ

はしれ！ちんちんでんしゃ 後藤　英雄

ウミガメものがたり 鈴木　まもる

見つけておぼえる！さがし絵タウン道路標識 永井　もりいち

永井　もりいち

永井　もりいち

たんじょうびはかそうパーティー！ カタリーナ・ヴァルクス

クマですが、イヌです クリスチャン・フォックス

ペンギンかぞくとおそろしい山 藤原　幸一

ぶきみなよるのけものたち ジアナ・マリノ

みつけてかぞえてどこどこどうぶつ ガレス・ルーカス

坂本龍馬 榎本　秋

世界恐怖図鑑　３ バーバラ・コックス

ステゴサウルス たかし　よいち

パキケファロサウルス たかし　よいち　

アニマリウム ジェニー・ブルーム

海に帰れないイルカ ジニー・ジョンソン

捨て犬たちとめざす明日 今西　乃子

ジャンヌ・ロッシュ＝マゾン

ハンス・クリスチャン・アンデルセン

－キャラバンにより、小学生が選書して購入した図書です－

書　　名 著　　者

見つけておぼえる！さがし絵タウン記号とマーク　－トラベル・リゾート－

見つけておぼえる！さがし絵タウン記号とマーク　－くらし・公共施設－

※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。



🍀　キャラバン　🍀

チームでつかんだ栄光のメダル　〔１〕 本郷　陽二

怪盗レッド　１ 秋木　真

１１歳のバースデー　〔１〕 井上　林子

小説先輩と彼女 里見　蘭

ばんぱいやのパフェ屋さん　〔１〕 佐々木　禎子

あやしの保健室　１ 染谷　果子

マーサとリーサ　１ たかおか　ゆみこ

リトル・ダンサー 田村　理江

十一月のマーブル 戸森　しるこ

魔法のレシピでスイーツ・フェアリー 堀　直子

笑い猫の５分間怪談　１ 那須田　淳

シェイクスピア名作コレクション　１

動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン

ちいさなプリンセスソフィア　 駒田　文子

シャーロック・ホームズ コナン・ドイル

呪われた図書館

空から見れば リタル・アミール

てんこうせいはつばめくん いもと　ようこ

ながぐつをはいたねこ いもと　ようこ

ガムのようせい 川崎　タカオ

オスカルとはらぺこドラゴン ウテ・クラウゼ

ゆっくりおでかけ 五味　太郎

さけのかけごえどんどこせ 菅原　たくや

世界の難民の子どもたち　１ 難民を助ける会

カペリーちゃん つつみ　あれい

さかさまさかさ ピーター・ニューエル

リンチェはどこ？ シブ・ポスツマ

ウィリアム・シェイクスピア

ドリー・ヒルスタッド・バトラー

※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。

－キャラバンにより、小学生が選書して購入した図書です－

書　　名 著　　者



🍀　キャラバン　🍀

日本の昔話百科 石井　正己

動物の親子　

ネコの本

世界の美しい犬１０１

いいことがある チャールズＭ．シュルツ

ねこのほそみち 堀本　裕樹

海の見える理髪店 荻原　浩

青春ロボット 佐久本　庸介

ヒーロー！ 白岩　玄

アリスのワンダーランド キャサリン・ニコルズ

教科書にでてくるせかいのむかし話　１

－キャラバンにより、小学生が選書して購入した図書です－

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。

レイチェル・ヘイル・マッケナ

カテリーナ・グロミス・ディ・トラナ

アンジェラ・セレナ・イルドス


