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古美術手帖　

他人には聞けない夫が亡くなったときに読む本                                                

甲斐 みのり／著　グラフィック社　588ｶｲﾐ 　

　　　　　　　　　　沖田 正午／著　二見書房　PFｵｷﾀﾞ 　

レオナルド・パドゥーラ／著　寺尾 隆吉／訳　水声社　963ﾊﾟﾄﾞｳ 　

　　　　　　　　　　　　　　　　乾 ルカ／著　光文社　Fｲﾇｲ 　

　　　　　　　　　　　　　江上 剛／著　PHP研究所　Fｴｶﾞﾐ 　

　　　　　　　　　　　　　長崎 尚志／著　小学館　Fﾅｶﾞｻ 　

　　　　　　　　　　中村 航／著　朝日新聞出版　Fﾅｶﾑ 　

　　　　　　池田 久輝／著　角川春樹事務所　PFｲｹﾀﾞ 　

わが人生に悔いなし令和を生きる

「うんこ」が無理なく出る介護　

日本の天井

希望はいつも当たり前の言葉で語られる

野菜とハーブの水耕栽培

心音

石井 妙子／著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ　367ｲｼｲ 　

　なかにし 礼／著　河出書房新社　911.6ﾅｶﾆ 　

北条 雅章／監修　ブティック社　626ﾔｻｲ 　

白井 明大／著　草思社　914.6ｼﾗｲ 　

コケの国のふしぎ図鑑

松田 青子／著　新潮社　914.6ﾏﾂﾀﾞ 　

恐竜・古生物ビフォーアフター
土屋 健／著　群馬県立自然史博物館／監 ツク之助／絵　イースト・プレス　457ﾂﾁﾔ 　

風はずっと吹いている
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くまだ まり／著　主婦の友社　754ｸﾏﾀﾞ 　

大仕掛け悪党狩り

沈黙の誓い　

住友を破壊した男

アイスの旅

　　　　　　　　豊田 眞弓／著　日本実業出版社　385ﾄﾖﾀﾞ 　

はじめての切り紙　

犬を愛した男

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。

ナカムラ クニオ／著　玄光社　756ﾅｶﾑ 　

半藤 一利／著　池上 彰／着　幻冬舎　210.7ﾊﾝﾄﾞ　

浅野 洋蔵／著　 礒田 次雄／監修 法研　369ｱｻﾉ 　

左木山 祝一／著　エクスナレッジ　475ｻｷﾔ 　

サバティカル　

じゃじゃ馬にさせといて

『ﾊｷﾞﾚで作れる
ちょこっと和小物』

ブティック社 594ﾊｷﾞﾚ

着なくなった服や余った
小さな布をそのまま捨て
ず、かわいい和小物に
変身させましょう！

掲載作品全ての作り方
や実物大の図案型紙も
載っています。和小物に
挑戦してみたいと思って
いる方に読んで頂きたい
一冊です。

『温泉 泉質、効能この温泉！
福島県中通り編』

歴史春秋出版 K291.2ｵﾝｾ

福島県中通りの温泉や旅館を
全ページカラー写真で紹介してい
ます。
温泉の入浴法などの豆知識もあ
り、どの温泉に行こうか迷ってい
る方にオススメです。

この本を読んで、家族でゆっくり
温泉旅行に行ってみませんか？

新着本 ご案内



東海林 さだお／著　朝日新聞出版（５９６シヨウ）

伊藤 まさこ／著　筑摩書房（５９６イトウ）

『おやつのない人生なんて』

『とっておきのおやつ。　５つのおやつアンソロジー』

【特集】

渡辺 麻紀／著　池田書店 （５９６ワタナ）

『キッシュ』

『バナナの丸かじり』

青木 祐子ほか／著 　　集英社（ＰＦトツテ）

『大熊猫(パンダ)ベーカリー パンダと私の内気なクリームパン! 』
くればやし よしえ／著 新井 陽次郎／イラスト 小学館（Ｙ９１３クレバ）

内気な女の子、内希子（うちきっこ）の家は、商店街のパン屋さんです。
オーナーである母、桜蘭（おらん）は自称、「旅するパン職人」で、店は不定期
で営業しています。

ある時、店に地主の娘がやってきて立ち退きを迫られてしまいました。パン
屋の閉店を阻止するため、母からパン屋のオーナーになることを命じられた
希子は、無事に店を守りぬくことが出来るのでしょうか。

多数のアニメーション作品のキャラクターデザインを担当した新井陽次郎さ
んのイラストと共にお楽しみください。

おいしい！食べたい！

『はればれ、お寿司』
嵐山 光三郎ほか／著

河出書房新社（９１４．６ハレバ）

総勢２１人の作家たちが送る、「お寿司」のエッセイ集です。ひな
祭りの時に食べる「ちらしずし」や、あまり馴染みがない「かぶらず
し」など、思い出深い「お寿司」について書かれています。読後は、
色々なお寿司を食べ終えたような満足感が得られます。

「おいしい文藝」シリーズ最新刊です。シリーズのほかの本も、一
緒にどうぞ。

『伝えていきたいわが家の保存食レシピ』
石原 洋子／監修 朝日新聞出版（５９６ツタエ）

皆さんは、「保存食」を作りますか？ この本では、１２ケ月それぞれ

に収穫される果物や、野菜などで作る保存食を紹介します。漬物や

酢漬けだけではなく「かきのオイル漬け」など、普段あまり自分では作

らないようなものも掲載されています。

いつもと違う「保存食」を作ってみてはいかがでしょうか？

お気に入りは、見つかりましたか？



　　マリット　テルンクヴィスト／作・絵　長山 さき／訳　徳間書店　Ｅテンク　

『瑕疵物件ルームホッパー』

松岡 圭祐／著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ　ＰＦマツオ　

『ぼくがいちばんききたいことは』
　　アヴィ／著 青山 南／訳　ほるぷ出版　Ｙ９３アビ　

響野 夏菜／著　集英社　ＰＦヒビキ　

『高校事変 　1・2』

『しあわせの島へ』

『徳治郎とボク』
花形 みつる／著 理論社 （Ｙ９１３ハナガ）

ボクのお祖父ちゃんの名前は徳治郎。一
度決めた日課は、何があっても変えない頑
固者だ。気に食わないことがあると怒り出
すお祖父ちゃんに、お母さんや伯母さんた
ちはいつも手を焼いている。

でも、お祖父ちゃんがボクに聞かせてくれ
るお祖父ちゃんが子どもの頃の話は、どれ
も面白い。

祖父と過ごした数年間を、孫のボクの目
線で描く。

～「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～

『しずかな魔女』
市川 朔久子／作 岩崎書店

（Ｙ９１３イチカ）a）
a

中学生の瀬尾草子（せのおそうこ）
は、ある時から不登校になった。草子
が唯一落ち着いて過ごせる場所は図
書館だった。

口下手で人づきあいが苦手な草子
は、優しく穏やかな図書館司書の深
津さんと出会い、初めてレファレンス
（本についての相談）を依頼する。

数週間が経ち、レファレンスの回答
として手渡されたのは白い紙の束だっ
た。

じんわりと温かい気持ちになれる物
語。

『ぼくにだけ見えるジェシカ』
アンドリュー・ノリス/作 橋本 恵／訳

徳間書店 （Ｙ９３ノリス）

フランシスは学校で同級生にいじめられ、
孤立した日々を過ごしていた。

寒い冬の日、フランシスが校庭の向か
いのベンチに座っていると、見知らぬ女
の子がやってきた。真冬なのに、女の子
はノースリーブを着ていた。女の子はジェ
シカと名乗ると、自分は幽霊だと告げる。

フランシスがジェシカと友達になってか
らしばらく経つと、他にも彼女が見える子
たちが現れ始めて…。

なぜ、彼らにはジェシカが見えるのか。
そして、ジェシカがこの世にとどまり続け
る理由とは？



　

●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。


