
☆彡一般書☆彡
〔令和元年　９月　入荷分〕

…小説、読み物、エッセイ…

☆『大人は泣かないと思っていた』（小説）
☆著者：寺地　はるな ☆２０１８年　７月　集英社

　九州の田舎町で農協に勤めている翼。両親はとっくに離婚していて、大酒飲みの父親と
同居している。いまだに残る恋愛や結婚、家族の「あるべき形」に傷つけられてきた大人
たちが、もう一度自分の足で歩きだす姿を７編の物語にして収録しています。人生がいと
おしくなる、大人たちの「成長」小説です。

今月のイチオシ

みなさん、こんにちは。留津寿村公民館図書室か

ら『新刊本』のご案内をいたします。

図書室をぜひご利用くださいネ♬

💗今月の新刊案内💗
・はじまりが見える世界の神話 ・・・ 植 朗子

・教科書には書かれていない江戸時代 ・・・ 山本 博文

・星がとびだす星座写真 新装版 ・・・ 伊中 明

・カラス学のすすめ ・・・ 杉田 昭栄

・人とどうぶつの血液型 ・・・ 近江 俊徳

・イチバン親切なデッサンの教科書 ・・・ 上田 耕造

・１２歳までの最強トレーニング ・・・ 谷 けいじ

・星をつなぐ手 －桜風堂ものがたり－ ・・・村山 早紀

・四字熟語ときあかし辞典 ・・・ 円満字 二郎



☆彡児童書☆彡 〔令和元年　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…

☆『日本の金メダリストじてん』（調べ学習）
☆著者：中嶋　舞子／監修：大熊　廣明
☆２０１８年　４月　ベースボール・マガジン社
　日本人ではじめて金メダルをとった人から順に、次々と金メダリストを写真とともに紹
介しています。来年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、日本の金メダリストに
ついて勉強するのにぴったりな本です。ふりがなもふってあり、わかりやすい文章で紹介
されているので、低学年からでも楽しめます。

今月のイチオシ

💗今月の新刊案内💗 －キャラバンで小学生が選んだ本です－

・学校なぞなぞ １ 授業編 ・・・ ながた みかこ

・ココロがよめる！？みんなで☆ハッピー心理テスト ・・・ ミズマチ ユミコ

・世界に伝わる本当に怖い話 上巻 ・・・ 野宮 麻未

・ふたご魔女の誕生日うらない 図書館版 ・・・ 絹華

・みんなが知りたい！「世界のふしぎ」がわかる本 新版 ・・・ カルチャーランド

・戦国武将三英傑大図鑑 徳川家康の戦い ・・・ 本郷 和人

・そうだったのか！歴史人物なぞのなぞ ・・・ 楠木 誠一郎

・名字ずかん ・・・ 森岡 浩

・世界の国と地域ずかん ・・・ 井田 仁康

・お仕事ナビ１６ 観光に関わる仕事 ・・・お仕事ナビ編集室

・くらしの中のトイレの歴史 ・・・ しおうら しんたろう

・ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス 恐竜博物館 １ ・・・ 福井県立恐竜博物館

・目に見えない微生物の世界 ・・・ エレーヌ・ラッジカク

・カワハタ先生の動物の不思議 ・・・ 川幡 智佳

・だれの手がた・足がた？ ・・・ 有沢 重雄

・いきもの寿命ずかん ・・・ 新宅 広二

・どうぶつのかおならべてみた！ ・・・ 高岡 昌江

・空とぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 ・・・ 和氣 晃司

・にぎっておいしいきほんのおにぎり ・・・ 寺西 恵理子

・岩合光昭の日本犬図鑑 ・・・ 岩合 光昭

・スマイリー 目の見えないセラピー犬 ・・・ ジョアン・ジョージ

・里山は未来の風景〔１〕里山の田んぼ ・・・ 今森 光彦

・ペンギンは短足じゃない図鑑 ・・・ さかざき ちはる

・アスリートがくれた元気が出る言葉

・子ども食堂かみふうせん ・・・ 齊藤 飛鳥

・本屋さんのルビねこ ・・・ 野中 柊

・カーネーション・デイ ・・・ ジョン・デヴィッド・アンダーソン

・マンザナの風にのせて ・・・ ロイス・セパバーン

・オポッサムはないてません ・・・ フランク・タシュリン

・ぼくはくまですよ ・・・ フランク・タシュリン



※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。

💗今月の新刊案内💗 －キャラバンで小学生が選んだ本です－

・ミラクル ・・・ シヴォーン・パーキンソン

・変化球男子 ・・・ Ｍ．Ｇ．ヘネシー

・きんたろう ・・・ いしい つとむ

・この計画はひみつです ・・・ ジャネット・ウィンター

・うまれたよ！タコ ・・・ 櫻井 季己

・せかいでさいしょのポテトチップス ・・・ フェリシタ・サラ

・こびと桃がたり ・・・ なばた としたか

・鹿踊りのはじまり ・・・ ミロコマチコ

・ことばすかんだ わん！ ・・・ ドロテ・ド・モンフレッド

・ジヘーショーのバナやん ・・・ 森 千夏

・ピンチを解決！１０歳からのライフスキル ４ 怒りをコントロールする

・クイズでわかる！学校の生活 １ １日のきまり ・・・ 広中 忠昭

・こども妖怪・怪談新聞 －どこから読んでもオソロシイ－ ・・・ 水木プロダクション

・日本の妖怪をさがせ！ ・・・ グループ・コロンブス

・もしものときの妖怪たいさくマニュアル〔１〕海や水辺にあらわれる妖怪

・・・ 村上 健司

・ねえねえはかせ、月のうさぎは何さいなの？ ・・・ 寺田 健太郎

・どうぶつ１０００ ・・・ ニッキー・ダイソン

・ミツバチのはなし ・・・ ヴォイチェフ・グライコフスキ

・Ｃ❤ＳＣＨＯＯＬかわいい文字＆イラストＢＯＯＫ 図書館版 ・・・ 朝日新聞出版

・５回で折れる季節の行事のおりがみ １ はる ・・・ いしかわ まりこ

・参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー ２ パラリンピックで変わる日本

・・・ 山岸 朋央

・マンガ小学生の英語はじめてレッスン ・・・ 中山 兼芳

・世界のはてのペンギン・ミステリー ・・・ 岡田 貴久子

・小説君の名は。 ・・・ 新海 誠

・ゆうえんちで大パニック！？ ・・・ 森のくじら

・クリストファー・ロビンのうた ・・・ Ａ．Ａ．ミルン

・さとやまさん ・・・ 今森 光彦

・うんどうがすきになる絵本 １ じょうずにおよげる！

・・・ 体育指導のスタートライン

・ずっと －ねがいはひとつだけ― ・・・ Ｍ．サラ・クライス

・ちいさなエリオット おおきなまちで ・・・マイク・クラトウ

・アザハタ王と海底城 ・・・ 高久 至

・いじわるちゃん ・・・ たんじ あきこ

・ハルの日 ・・・ どい かや

・ガラスのなかのくじら ・・・ トロイ・ハウエル

・キュリオシティ －ぼくは、火星にいる－ ・・・ マーカス・モートン

・リアルサイズ古生物図鑑 古生代編 ・・・ 土屋 健

・キャプテン翼のつくり方 ・・・ 高橋 陽一

・１２の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究

－きみはどう思う？－ ・・・ 坂上 康博


