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◆一般書 ◆文学・小説

感情的な人に負けない本　 司馬さん、みつけました。

「気にしすぎてうまくいかない」がなくなる本 人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方

ケルトの想像力　 バブルを抱きしめて

百歳の遺言　 秘録島原の乱

加藤 廣／著 新潮社 Fｶﾄｳ

脂質異常症がよくわかる本 絶望キャラメル

島田 雅彦／著 河出書房新社 Fｼﾏﾀﾞ

健康という病 次の突き当たりをまっすぐ

いしわたり 淳治／著 筑摩書房 Fｲｼﾜ

煌めくハーバリウム 古事記異聞

高田 崇史／著 講談社 Fﾀｶﾀﾞ

浸して漬けて「作りおき」 わたし、定時で帰ります。

朱野 帰子／著 新潮社 Fｱｹﾉ

ブレない子育て ミダスの河

柄刀 一／著 祥伝社 Ｆﾂｶﾄ

井山裕太七冠再び 風立つときに

柴垣 文子／著 新日本出版社 Ｆｼﾊﾞｶﾞ
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今泉 久美／著 文化学園文化出版局 596ｲﾏｲ

栗原 泉／著 KADOKAWA 779ｸﾘﾊ

鶴岡 真弓／著 青土社 230ﾂﾙｵ

山野 博史／著 和泉書院 910.2ｼﾊﾞﾘ

ハーバリウム普及推進委員会／著 日本文芸社 594ｷﾗﾒ

五木 寛之／著 PHP研究所 914.6ｲﾂｷ

島村 洋子／著 ベストセラーズ 914.6ｼﾏﾑ

本の検索・予約など、お気軽にカウンターにお尋ねください。

井山 裕太／著 日本棋院 795ｲﾔﾏ

和田 秀樹／著 新講社 141ﾜﾀﾞﾋ

大嶋 信頼／著 あさ出版 145ｵｵｼ

大田 堯／著 中村 桂子／著 藤原書店 370ｵｵﾀ

寺本 民生／監修 講談社 493ｼｼﾂ

五木 寛之／著 幻冬舎 498ｲﾂｷ

『茶席の和菓子帖』
千 和加子／監修
世界文化社 791ﾁﾔｾ

お茶と一緒に、甘い和菓
子はいかがですか？ 本
書では茶席で使える、季節
に合った和菓子の選び方
や、いただき方、盛りつけ
のコツなどを、写真付きで
わかりやすく紹介していま
す。和菓子好きにはたまら
ない、目でも楽しめる１冊
です。

『はじめての健康マージャ
ン 脳活・友活でイキイキ長
寿！』
日本健康麻将協会／監修
河出書房新社 797ﾊｼﾞﾒ

健康マージャンとは、賭け
ない・飲まない・吸わないを
条件に、誰でも安心して楽し
めるクリーンなマージャンの
ことです。最近では、脳の老
化防止や、コミュニケーショ
ンのためのツールとしても注
目されています。本書には、
基本的なルールや用語集も
収録されているので、入門書
としてもおすすめです。

新着本 ご案内



今泉忠明／著　ナツメ社（４８１イマイ）

アップルミンツ（５９４アニマ）

倉阪鬼一郎／著　幻冬舎（９１１．３クラサ）

『猫俳句パラダイス』

『動物行動学入門』

『アニマル刺しゅう５００』

山田かおり／著　幻冬舎（９１４．６ヤマダ）

【特集】

『猫には嫌なところがまったくない』

乃南アサ／著　新潮社（PFノナミ）

『凍える牙』

『切り絵作家gardenのPAPER CUTTING』
花と動物たちと可愛いもの切り絵

garden／著

朝日新聞出版（７２６ガデン）

秋の夜長のおともに、切り絵を始めてみませんか？ 本書では、

切り絵の基本から着色の仕方、額装の仕方などを写真付きで分

かりやすく解説しています。図案は１５４点収録されていて、どれ

も可愛いものばかり！ あなたも完成させた作品を、飾ってみて

はいかがでしょうか？

アニマル

『つばさのおくりもの』
小川糸／著 GURIPOPO／絵

ポプラ社（Ｆオガワ）

自分がどこから来たのかもわからないオカメインコのぼくは、ヨウ
ムのヤエおばあさんと出会い、人間のことや世の中のことを教わり
ながら、楽しく暮らしていた。そんなぼくが唯一覚えていたのは、優
しい「うた」で…。
同時刊行された『リボン』から生まれた、一羽のオカメインコの視
点で描かれた物語。

『黄色い生きもの図鑑』
小宮輝之／監修 ネイチャー＆サイエンス／編

河出書房新社（４８１キイロ）

「黄色い生きもの」と聞いて、皆さんはどんな生きものを思い浮かべ

ますか？ キリンにヒヨコ、それから…？ この図鑑では、様々な黄色

い生きものを、色鮮やかな写真と共に紹介しています。私たちの生活

の中でも、よく目にする黄色ですが、その色が持つ意味とは…？

このシリーズはほかにも「青」「赤」「白」があります。

お気に入りは、見つかりましたか？



山田　悠介／著　文芸社　ＰＦヤマダ

『怪盗不思議紳士』　

『４ミリ同盟』

『お宝探しが好きすぎて』

　　高楼　方子／著　大野　八生／画　福音館書店　Y９１３タカド

　　我孫子　武丸／著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ　Ｆアビコ

『オオカミを森へ』
キャサリン・ランデル／作

ジェルレヴ・オンビーコ／画 原田 勝／訳

小峰書店 （Ｙ９３ランデ）

舞台は１００年前のロシア。貴族の間で

オオカミを飼うのが当たり前になっていま

した。そして、オオカミが必要なくなると

「オオカミ預かり人」の元に連れてきます。

オオカミ預かり人の女の子フェオドーラ

は、人に慣れてしまったオオカミを自然に

還す訓練をしているところを、ラーコフ将

軍に見られてしまします。将軍は、自分の

土地で狩りをしているところをオオカミに

邪魔されてから、あまりオオカミをよく思っ

ていません。

ある日、ラーコフ将軍から「オオカミを殺

せ」という命が下され、逆らった母親は、

投獄されてしまいます。フェオドーラはオ

オカミや仲間と一緒に、母親を助けだそう

と力を合わせます！

架空の職業「オオカミ預かり人」の少女

と仲間たちの冒険物語です。

～「Ｙ・Ａ（ヤング・アダルト）＝大人でも子どもでもない世代」へおすすめする本～

『その景色をさがして』
中山 聖子／著 PHP研究所

（Ｙ９１３ナカヤ）a）
a

半年前に、母を病気で亡くしたトーコ
は、祖父母と暮らすことになり、思い出
の家をあとにした。荷物を整理している
と、母あてのハガキを見つけた。
寂しい気持ちを必死になって隠してい
たが、入院していた時に母が「連れてい
きたい場所がある」と言っていたことと、
荷物に紛れていたハガキのことが、トー
コはずっと気にかかっていた。「行くなら
５月がいい」と言っていたその場所はど
こだったのか…。
母親の死や様々な壁を乗り越えていく、
トーコの成長の物語。
１０代だけでなく、幅広い年代の方に
読んでもらいたい一冊です。

『妖怪お宿稲荷荘』
さとみ 桜／著 中央公論新社

（PFサトミ）

高校を卒業してから働いていた会
社を訳あって現在休職中の一蕗
（いぶき）。
たまたま自分あてに届いた求人
ハガキは、昔祖母が住んでいて、
今は廃村になっているはずの木津
根村にある、稲荷荘という旅館から
だった。
「様子を見に行くだけ」という目的
で、稲荷荘を訪れた一蕗を待って
いたのは、妖怪たちで！？



●おはなしかいのお知らせ

●インターネットサービスをご活用ください！
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図書室インフォメーション

図書室では、毎月おはなしかいを開催して
います。みんなで楽しい時間をすごして、
本に親しみましょう。
どなたでもお気軽にご参加ください。

★おはなしバスケット
日時：毎月第4土曜日 午後2：00～
場所：もちずり学習センター 和室
対象：4歳～小学生（保護者の同伴可）
内容：絵本・紙芝居の読み聞かせや、すば

なし、おすすめの本の紹介（ブック
トーク）など。毎回、工作や遊びの
時間もあります。

※７月・１２月にはスペシャル版として
「おはなしパレード」を開催します。詳細
は地区だよりやチラシでご確認ください。

おじいちゃん、おば
あちゃんとの参加も
大歓迎です！

★おひざにだっこのおはなしかい
日時：毎月第2水曜日 午前10：30～
場所：もちずり学習センター 和室
対象：3歳までの乳幼児と保護者の方
内容：手遊び・わらべうたや、絵本・紙芝

居の読み聞かせ、パネルシアター・

エプロンシアターなど。

パソコン・携帯電話・館内利用者端末を使って下記のサービスを利用できます。

・資料の予約・取り寄せ
・借りている資料の確認・貸出延長
・予約している資料の確認・変更
・パスワード・メールアドレスの登録・変更
※サービスの利用にはメールアドレスが必要です。

「仮パスワード発行申込書」に必要事項をご記入の上、「図書貸出券」を添えてカウンターへお
申込みください。その後、パソコン・携帯電話・館内利用者端末のいずれかで
ＨＰにアクセス、貸出券番号と仮パスワードをログイン画面で入力してログインし、設

定が済めばすぐにご利用いただけます。詳しくは係の者にお尋ねください。


