
No. 書　　　　名 著 者 名 出 版 社

1 あなたはそのままで愛されている 渡辺　和子 ＰＨＰ研究所 159　ワ 倫理学

2 上高地　乗鞍・奥飛騨温泉郷 昭文社 291　カ

3 河口湖・山中湖　富士山’１９ 昭文社 291　カ

4 京都ベストスポット 昭文社 291　キ

5 札幌　富良野・小樽・旭山動物園’１９ 昭文社 291　サ

6 滋賀・びわ湖　長浜・彦根・大津’１９ 昭文社 291　シ

7 四国’１９ 昭文社 291　シ

8 東北’１９ 昭文社 291　ト

9 広島・宮島　尾道・呉・しまなみ海道’１９ 昭文社 291　ヒ

10 るるぶベトナム　ホーチミン・ハノイ・ダナン　ちいサイズ〔版〕 ジェイティービーパブリッシング 292　ル

11 知らないと損をする最新配偶者控除 梅本　正樹 秀和システム 345　ウ 租税

12 面白くて眠れなくなる物理パズル 左巻　健男 ＰＨＰエディターズ・グループ 420　サ 物理学

13 誤嚥性肺炎自力で防ぐ、家族を助ける５０の法則 主婦の友インフォス 493　ゴ

14 女性のうつ病 野田　順子 主婦の友社 493　ノ

15 子宮がん 小田　瑞恵 主婦の友社 495　オ

16 子宮内膜症 百枝　幹雄 主婦の友社 495　モ

17 乳がん 山内　英子 主婦の友社 495　ヤ

18 緑内障・白内障 主婦の友社（編） 主婦の友社 496　リ

19 丁寧に暮らしている暇はないけれど 一田　憲子 ＳＢクリエイティブ 590　イ

20 １００歳の１００の知恵 吉沢　久子 中央公論新社 590　ヨ

21 アクリル毛糸で編むエコモップとエコタワシ ブティック社 594　ア 手芸

22 手づくりで贈るほめられ和菓子　おいしくできる入門編 宇佐美　桂子 世界文化社 596　ウ

23 簡単！おいしく作れる！スキレットレシピ 星野　奈々子 エイ出版社 596　ホ

24 家庭でできる！芝生とグラウンドカバー 主婦の友社（編） 主婦の友社 629　カ 造園

25 道ひらく、海わたる 佐々木　亨 扶桑社 783　サ 球技

26 イラストマニュアル・はじめてのツリークライミング ジョン・ギャスライト 秀和システム 786　ギ 戸外レクリエーション

27 笑いあり、しみじみありシルバー川柳　宴たけなわ編 みやぎシルバーネット（編） 河出書房新社 911　ワ 詩歌

28 わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子 新潮社 913　ア

29 爽年 石田　衣良 集英社 913　イ

30 わたしの忘れ物 乾　ルカ 東京創元社 913　イ

31 庭 小山田　浩子 新潮社 913　オ

32 ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子 新潮社 913　カ

33 さざなみのよる 木皿　泉 河出書房新社 913　キ

34 じっと手を見る 窪　美澄 幻冬舎 913　ク

35 カットバック 今野　敏 毎日新聞出版 913　コ

36 震える教室 近藤　史恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913　コ

37 地球にちりばめられて 多和田　葉子 講談社 913　タ

38 青空と逃げる 辻村　深月 中央公論新社 913　ツ

39 ペインレス　上・下 天童　荒太 新潮社 913　テ

40 隠蔽人類 鳥飼　否宇 光文社 913　ト

41 砂の家 堂場　瞬一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913　ド

42 悪徳の輪舞曲 中山　七里 講談社 913　ナ

43 にらみ 長岡　弘樹 光文社 913　ナ

44 雨と詩人と落花と 葉室　麟 徳間書店 913　ハ

45 ５時過ぎランチ 羽田　圭介 実業之日本社 913　ハ

46 三千円の使いかた 原田　ひ香 中央公論新社 913　ハ

47 魔力の胎動 東野　圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913　ヒ

48 あの夏、二人のルカ 誉田　哲也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913　ホ

49 あやかし草紙 宮部　みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913　ミ

50 ウエンディのあやまち 美輪　和音 光文社 913　ミ

51 偽装屋に涙はいらない 森　晶麿 河出書房新社 913　モ

52 刺青された男 横溝　正史 柏書房 913　ヨ

 塙町立図書館　   新着本リスト ６月号 
分　 類

●●●　一　般　書　●●●

地理

医学・薬学

家政学・生活科学

食品・料理

小説



No. 書　　　　名 著 者 名 出 版 社 分　 類

53 いずれの日にか国に帰らん 安野　光雅 山川出版社 914　ア

54 そうはいかない 佐野　洋子 小学館 S914　サ

55 花のいのち 瀬戸内　寂聴 講談社 914　セ

56 ４歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した マイケル・ボーンスタイン ＮＨＫ出版 936　ボ

57 おばあちゃんのごめんねリスト フレドリック・バックマン 早川書房 949　バ

58 きみ、なにがすき？ はせがわ　さとみ あかね書房 K913　キ 物語

59 がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス ＷＡＶＥ出版 E　ガ

60 なずずこのっぺ？ カーソン・エリス フレーベル館 E　ナ

61 ルラルさんのだいくしごと　　　　 いとう　ひろし ポプラ社 E　ル

62 すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー 西村書店 K372　ス 教育史・事情

63 レイナが島にやってきた！ 長崎　夏海 理論社 K913　レ

64 最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ 文研出版 K933　サ

65 森のおくから レベッカ・ボンド ゴブリン書房 E　モ 絵本

66 クニマスは生きていた！ 池田　まき子 汐文社 K487　ク 動物学

67 こんぴら狗 今井　恭子 くもん出版 K913　コ

68 奮闘するたすく まはら　三桃 講談社 K913　フ

69 ぼくとベルさん フィリップ・ロイ ＰＨＰ研究所 K933　ボ

70 千年の田んぼ 石井　里津子 旬報社 612　イ 農業史・事情

71 一○五度 佐藤　まどか あすなろ書房 913　サ 物語

72 太陽と月の大地 コンチャ・ロペス・ナルバエス 福音館書店 K963　タ スペイン文学

73 車いす犬ラッキー 小林　照幸 毎日新聞出版 645　コ 畜産業

74 わたしがいどんだ戦い１９３９年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー 評論社 K933　ワ 英米文学

75 いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ 岩崎書店 K956　イ フランス文学

76 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典　２　法務省・財務省 こどもくらぶ（編） 岩崎書店 K317　セ

77 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典　４　厚生労働省・経済産業省 こどもくらぶ（編） 岩崎書店 K317　セ

78 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典　５　農林水産省・環境省　 こどもくらぶ（編） 岩崎書店 K317　セ

79 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典　６　国土交通省 こどもくらぶ（編） 岩崎書店 K317　セ

80 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典　７　総務省・防衛省 こどもくらぶ（編） 岩崎書店 K317　セ

81 たたられる本 中村　まさみ 金の星社 K147　タ

82 霊を呼ぶ本 中村　まさみ 金の星社 K147　レ

83 土の中からでてきたよ 小川　忠博 平凡社 K210　ツ 日本史

84 外来生物はなぜこわい？　３　水辺の外来生物 阿部　浩志 ミネルヴァ書房 K468　ガ 生態学

85 もらってうれしい手紙を手づくりしよう！ スギヤマ　カナヨ 偕成社 K693　モ 通信事業

86 魔女バジルと魔法の剣 茂市　久美子 講談社 K913　マ

87 モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉　幸子 小峰書店 K913　モ

88 救助犬エリーの物語 Ｗ．ブルース・キャメロン 小峰書店 K933　キ

89 あかくんまちをはしる あんどう　としひこ 福音館書店 E　ア

90 海をかっとばせ 山下　明生 偕成社 E　ウ

91 王さまになった羊飼い 松瀬　七織 福音館書店 E　オ

92 おおきなけやき 林　木林 すずき出版 E　オ

93 おおきなわんぱくぼうや ケビン・ホークス ほるぷ出版 E　オ

94 おじいちゃんと日の出を見たよ 後路　好章 佼成出版社 E　オ

95 おじいちゃんちのたうえ さこ　ももみ 講談社 E　オ

96 おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 E　オ

97 かくかくしかく 得田　之久 童心社 E　カ

98 きっとみんなよろこぶよ！ ピーター・スピアー 評論社 E　キ

99 じんべえざめ 新宮　晋 文化出版局 E　ジ

100 すっすっはっはっこ・きゅ・う 長野　麻子 童心社 E　ス

絵本

物語

物語

●●●　政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典シリーズ　●●●

政治

●●●　児　童　書　●●●

心霊研究

物語

●●●　絵　　　本　●●●

絵本

簡単な手続きで予約もできます。どうぞご利用ください。

●●●　第６４回　青少年読書感想文全国コンクール　課題図書　●●●

エッセイ

海外文学


