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古くなった雑誌の廃棄を行いました。欲しい人は、図 

書館まで取りに来てください。一定期間を過ぎて残った 

雑誌は、古紙として処分します。 

    期間：９月３０日（月）～１０月１０日（木） 

    場所：図書館入り口 

   ※アニメージュは一人１冊とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                              
                             

  『ええところ』                  『冷凍保存の便利帖』 晋遊舎/発行 

くすのき しげのり：作                 ～常識が変わる!魔法の冷凍術～ 

ふるしょう ようこ：絵                             『やっぱり食べたい!自衛隊ごはん』 

発行：学研教育出版                 ～陸海空自衛隊の個性派メニューが勢ぞろい～ 

                                    イカロス出版/発行 
心が元気になる絵本です            『かむ・飲み込むが難しい人のごはん 

探してみましょう私の、             ～口から食べることの喜びを～ 

みんなの「ええところ」              藤谷 順子/監修 講談社/発行 

 
 

 

広げよう

「ええとこ

ろ」の輪 

新しい本が入ってきました。 

貸出冊数に制限はありません。 

貸出期間は 2 週間です。 



社会科学 

分野 

 
 
 
 
 
 
              
 
  『逢う日、花咲く。』  青海野 灰/著 KADOKAWA/発行 

『わが家は幽世(かくりよ)の貸本屋さん』  忍丸/著 マイクロマガジン社  

『小説天気の子』 新海 誠/著 KADOKAWA/発行 

『鬼人幻燈抄 葛野編  水泡の日々』 中西 モトオ/著 双葉社/発行 

『意味がわかると鳥肌が立つ話』 蔵間 サキ/監修 学研プラス/発行 

『54 字の物語 史』 氏田 雄介/著 ＰＨＰ研究所/発行 

『トラペジウム』 高山 一実/著 KADOKAWA/発行 

『マーチング・ウィズ・ゾンビーズ』 折輝 真透/著 集英社/発行 

『DEVIL'S DOOR』 東山 彰良/著 集英社/発行 

『君の××を消してあげるよ』 悠木 シュン/著 双葉社/発行        

『いつかの岸辺に跳ねていく』 加納 朋子/著 幻冬舎/発行 

『台風家族』 市井 点線/著 キノブックス/発行 

『渦 妹背山婦女庭訓魂結び』 大島 真寿美/著 文藝春秋/発行 

『いるいないみらい』 窪 美澄/著 KADOKAWA/発行 

『愛を知らない』 一木 けい/著 ポプラ社/発行 

『クジラアタマの王様』 伊坂 幸太郎/著 ＮＨＫ出版/発行 

『むらさきのスカートの女』 今村 夏子/著 朝日新聞出版/発行（第１６１回芥川賞受賞作品） 

『ざんねんな食べ物事典』 東海林 さだお/著 文藝春秋/発行 

  

 

 

 

 

 

『いじめ・虐待・貧困から子どもたちを守るための Q&A100』 岩田 美香/著 生活書院/発行 

   『子どもの発達が気になったらはじめに読む発達心理・発達相談の本』 加藤 弘通/著 ナツメ社/発行 

『看取り犬・文福の奇跡 心が温かくなる 15 の掌編』 若山 三千彦/著 東邦出版/発行 

『日本の祭り解剖図鑑』 久保田 裕道/著 エクスナレッジ/発行 

  

『栄養学部 中高生のための学部選びガイド』 佐藤 成美/著 ペリカン社/発行 

『経営学部・商学部 中高生のための学部選びガイド』 大岳 美帆/著 ペリカン社/発行 

『マンガでわかる!年金のすべて '19〜'20 年版』 内山 晃/監修 成美堂出版/発行 

 『マンガ老後の資金について調べたら伝えたくなったこと!』 あべかよこ/著 朝日新聞出版/発行 

 

歴史・地理 

分野 

将来設計の

ために 

『仁徳天皇陵と巨大古墳の謎』 水谷 千秋/監修 宝島社/発 

『追読人間臨終図巻 1』 山田 風太郎/著 徳間書店/発行 

『英語で紹介する日本』 松本 美江/著 ナツメ社/発行 

 

『政治の絵本 学校で教えてくれない選挙の話』 たかまつなな/著 弘文堂/発行 

『マンガで楽しく学べる!日本国憲法』 村 和男/監修 ブティック社/発行 

『いちばんわかりやすいはじめての経理入門』 柴山 政行/著 成美堂出版/発行 

『関東と関西ここまで違う!おもしろ雑学』 ライフサイエンス/著 三笠書房/発行 

『擬人化マンガ大学あるあるこれくしょん』 ネピア/著 ぴあ/発行 

『資格取り方選び方全ガイド 2021 年版』 髙橋書店/発行 

『獣医学部 中高生のための学部選びガイド』 斉藤 智/著 ペリカン社/発行 



 

 

 

『図解身近にあふれる「微生物」が 3 時間でわかる本』 左巻 健男/著 明日香出版/発行 

『散歩で見かける草花・雑草図鑑』 鈴木 庸夫/著 三省堂書店/発行 

『図解身近にあふれる「危険な生物」が 3 時間でわかる本』 西海 太介/著 明日香出版/発行 

『くらべる骨格動物図鑑 ウマは 1 本の指で立っている!』 川崎 悟司/著 新星出版/発行 

『侵略!外来いきもの図鑑 もてあそばれた者たちの逆襲』 ウラケン・ボリボックス/著 ＰＡＲＣＯ/発行 

『絶滅どうぶつ図鑑』 ぬまがさワタリ/著 パルコエンターティメント/発行 

『マンガでわかる認知症の人の心の中が見える本』 川畑 智/著 わかさ出版/発行 

『マンガでわかるパニック症・広場恐怖症』 貝谷 久宣/監修 主婦の友社/発行 

 

 

 

『安曇野の産業遺産』 

『はじめてでもきちんと作れるゆかた、甚平、作務衣』 日本ヴォーグ社/発行 

 

 

 

『散歩で見かける街路樹・公園樹・庭木図鑑』 葛西 愛/著 三省堂書店/発行 

『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』 橋本 倫史/著 本の雑誌社/発行 

 

 

 

『まんが『ブラック・ジャック』に学ぶ自分を貫く働き方』 手塚 治虫/著 プレジデント社/発行 

『お菓子の箱だけで作る空箱工作』 はるきる/著 ワニブックス/発行 

『駄菓子屋のおもちゃ』 多田 敏捷/著 紫紅者/発行 

『あいかわらず超超超超超超超超超超超超超超超超超超超越超超超超超超超超超超超むずかしい脳がひっくり

かえるまちがいさがし』 ワニブックス/著 

 

 

 

『本にまつわる世界のことば』 温又柔/著 創元社/発行 

『色のことば選び辞典 ことば選び辞典プレミアム』 学研プラス/発行 

『ワークで覚える小論文頻出テーマ』 近藤 千洋/著 桐原書店/発行 

 

 

 

『クイズで楽しむ啄木 101』 桜出版/発行 

『「令和」から読む万葉集』 辰巳 正明/著 新典社/発行 

『1 分音読「万葉集」』 齋藤 孝/著 ダイヤモンド社/著 

 

 

 

夏休み前に貸し出した本の返し忘れはありませんか？ 

            次に読みたい人が返却させるのを待っています！！ 

                 至急返却してください！ 

 

自然科学分野 

工学分野 

産業分野 

芸術分野 

言語分野 

文学分野 

ジャンル別最重要キー

ワードを９２収録 

啄木のことをクイズで学ぶ！ 

全部で１０１問、あなたは何

問解けますか？ 

さあ、挑戦してみよう！！ 


