～ 図書室で皆さんによく借りられている本 ～
６月といえば運動会！子供たちがこれまで一生懸命に練習
してきた成果を見せる場面が楽しみですね♪
いよいよ季節も夏に突入！暑さによって食べ物も腐りやす
い時期となりますので、暑さ対策や食中毒には十分気をつけ
ましょう。

絵本

･ぶどう畑のアオさん
･のせて のせて 100かいだてのﾊﾞｽ

馬場 のぼる
ﾏｲｸ･ｽﾐｽ

児童書

･冒険! 発見! 大迷路 恐竜王国の秘宝
･一期一会 恋信じてる｡ 友信じてる｡

原 裕朗&ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ
ﾁｰﾑ151E☆

実用書

･ｱﾝﾃｨｰｸ風雑貨で大人可愛いｲﾝﾃﾘｱ
･パンむすめ

さて今月は、８６冊の新刊が入る予定となっておりますの
で楽しみにしていて下さい。

小説

樹 るう

･銀行総務特命
･疾風ロンド
･村上海賊の娘

池井戸 潤
東野 圭吾
和田 竜

〔 外 国 小 説 その他 〕
こころのふしぎ なぜ? どうして?
〔龍のすむ家〕 グラッフェンのぼうけん
〔龍のすむ家〕 ゲージと時計塔の幽霊

村山 哲哉
クリス･ダレーシー

不思議を売る男
盗まれた記憶の博物館 〔上〕･〔下〕

ｼﾞｪﾗﾙﾃﾞｨﾝ･ﾏｺｰﾘｱﾝ
ラルフ･イーザウ

グラッフェンのぼうけん
こころのふしぎ

なぜ？

どうして？
村山

クリス・ダレーシー
ウェイワード・クレッセント４２番地。
陶芸家のリズと娘のルーシーが暮らすこの家には、じつはての
ひらサイズの龍がたくさんすんでいる。
リズは陶器の龍に命を吹きこむことができるのだ。
夜、部屋にかいじゅうが出たというルーシーのために、リズは
新しく「番人の龍」を作る。名前はグラッフェン。
体と同じくらい大きな本（龍の番人の手引書）をもって生まれ
てきたグラッフェンは、毎晩ルーシーの部屋で見はりをすること
になるのだが…。
はたしてかいじゅうの正体は！？
心優しい小さな龍が奮闘するハートフルファンタジー

哲哉

読むほどに心が強くなる！新しい「やさしさの教科書」
「人の気もちがわかる子になってほしい。
でも、どうやって教えたらいいのかわからない…」。
こんな思いを抱いているお父さんお母さんも多いと思います。
そこで本書では、簡単には説明しづらい人間の感情や、倫理観、
家族や友だちとの付き合い方など、大人になる前の大切な時期に
読んでおきたい、心にまつわる疑問にわかりやすく解答。
読むたびにたくさんの気もちがあふれ出す、何度も読み返した
くなる一冊です。

〔 心 理 学 / 倫 理 学 〕
ひとを<嫌う>ということ
ひらめきスイッチ大全
リッチな人だけが知っている宇宙法則
なぜあなたは｢愛してくれない人｣を好きになるのか

〔 社 会 学･社 会 問 題 関係 〕
中島 義道
Keiko
二村 ヒトシ

資本主義の終焉と歴史の危機

水野 和夫

引きずらない人は知っている,打たれ強くなる思考術

豊田 圭一
西村 貴好

仕事のｱ ｲ ﾃ ﾞ ｱ はみんなﾄ ﾞ ﾗ えもんが教えてくれた

さとう まさ&もえ

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｹﾞｰﾑ 誰も教えてくれなかった女性の働き方

〔 経 済 関 係 〕
ホメトーーク

北海道民のオキテ

渡邊 健太郎

引きずらない人は知っている、
打たれ強くなる思考術
豊田 圭一
打たれ強さは“スキル”で身につく。
有名企業から引っ張りだこのビジネストレ
ーナーが教える、逆境、失敗、本番に強くな
る２９のコツ。

父という病
ご老人は謎だらけ
謝るなら,いつでもおいで
凶悪 ある死刑囚の告発
毒になる親

〔 料

ﾍﾞﾃｨ･L･ﾊﾗｶﾞﾝ
岡田 尊司
佐藤 眞一
川名 壮志
「新潮45」編集部
ｽｰｻﾞﾝ･ﾌｫﾜｰﾄﾞ

理 関 係 〕

本当に旨いサンドウィッチの作り方100

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ

ビジネス・ゲーム
ベティ・Ｌ・ハラガン
「ビジネスの社会では、単に誠実に務めることだけが全てで
はありません」―「ビジネスとはゲームである」と定義し、
ゲームの基本ルールを知り、賢いプレーヤーとして目標にた
どりつくための仕事のこなし方、お金、人間関係ほか、企業
社会で生き抜くための秘訣を伝える。
全国で１００万部を超えるベストセラーとなった「働く女
性のためのバイブル」。

火曜日 ～ 金曜日：10:00 ～ 18:00（昼休みなし）
土曜日･日曜日･祝日：10:00 ～ 18:00（昼休み：12:00～13:00）
休室日：月曜日 / 年末年始（12 月 27 日 ～ 1 月 5 日）

TEL ２－１０２６

雄信内に住まいの方々につきましては,雄信内支所でも返却ができます｡

〔 実 用 書 〕
おとなの教養
九月,東京の路上で

加藤 直樹

あきらめない 働くあなたに贈る真実のﾒｯｾｰｼﾞ

村木 厚子

池上 彰

北海道あるある
ブータン,これでいいのだ
韓国人による恥韓論
だから日本はズレている
絶望の裁判所
手取り18万からの資産運用術

北海道あるある

岡田 大
御手洗 瑞子
シンシアリー
古市 憲寿
瀬木 比呂志
宿利原 卓

[完全ｶﾞｲﾄﾞ] 100%得をする ふるさと納税生活

親子で楽しむ 12ヵ月のキッズイベント
ブラックホールに近づいたらどうなるか?
黄金の丘で君と転げまわりたいのだ
わたしのウチには,なんにもない｡ 3
強い会社はどんな営業をやっているのか?
はみだす力
親子でつくる パッケージクラフト
安心のペットボトル温灸

金森 重樹
辰元 草子
二間瀬 敏史
岡元 麻理恵/三浦 しをん

ゆるり まい
小山 昇
スプツニ子
高橋 和真

[完全ガイド]１００％得をする
ふるさと納税生活

岡田 大

瓦は屋根の上にあるものではなく、空手のパフォーマンスで割ら
れるもの。
ミスターといえば長嶋茂雄ではなく鈴井貴之。
リーダーは渡辺正行ではなく森崎博之。
ネット通販の送料の高さに納得がいかない。
公的文書や各種申込書に住所を書く際、北海道と書いたあとに都
道府県の「道」を丸で囲む。
おせち料理を食べると「今年も終わりだなぁ」と思う。スギ花粉
症の辛さがわからない。道民ならではのご当地ネタ３００発。

金森 重樹
ふるさと納税という制度。
ちょっとした手間でとんでもなく得をする。
どうすれば、何をもらえて、どれだけ得をするの
か？消費増税分を取り戻すスーパー“節税”メソッド。
我が家の食費は年間０円！

〔 日 本 文 学 / 外 国 文 学 〕
緋弾のアリア
緋弾のアリア Ⅱ 燃える銀氷
緋弾のアリア Ⅲ 蜂蜜色の罠
月島慕情
亜愛一郎の狼狽
給食のおにいさん
百舌の叫ぶ夜 [改訂新版]
福家警部補の挨拶
我慢ならない女
Burn.
桃ノ木坂互助会
一条の光･天井から降る哀しい音
リバーサイド･チルドレン
盤上に散る

赤松 中学
浅田 次郎
泡坂 妻夫
遠藤 彩見
逢坂 剛
大倉 崇裕
桂 望実
加藤 シゲアキ

椰月 美智子
山口 幸三郎
ｶﾙﾛｽ･ﾙｲｽ･ｻﾌｫﾝ
スコット･トゥロー
ソフィー･キンセラ

〔 時代小説 / エッセイ その他 〕

東野 圭吾
樋口 卓治

女子漂流 うさぎとしをんのないしょのはなし

椹野 道流

悶絶スパイラル

耕 治人
梓崎 優
塩田 武士
小路 幸也

言の葉の庭
寂しい丘で狩りをする
独立記念日
＃9
本日は,お日柄もよく
虚ろな十字架
ボクの妻と結婚してください｡
池魚の殃

村山 由佳

〔浪人･岩城藤次 1〕 江戸裏御用帖
〔吉原裏同心 20〕 髪結
〔首斬り雲十郎 1〕 冥府に候
〔首斬り雲十郎 2〕 殺鬼に候
〔首斬り雲十郎 3〕 死地に候
〔八丁堀吟味帳「鬼彦組」〕 謎小町
〔暗殺奉行〕 抜刀
アイム･ファイン!
すべての愛について
猫のはなし 恋猫うかれ猫はらみ猫
我が老後

川瀬 七緒

〔東京ﾊﾞﾝﾄﾞﾜｺﾞﾝ 9〕ｵｰﾙ･ﾕｰ･ﾆｰﾄﾞ･ｲｽﾞ･ﾗﾌﾞ

天翔る
天使の柩
消えてなくなっても
探偵･日暮旅人の壊れ物
探偵･日暮旅人の笑い物
風の影 〔上〕･〔下〕
推定無罪 〔上〕･〔下〕
スターな彼女の捜しもの

新海 誠
辻原 登
原田 マハ

村山

由佳

望まれない子どもとして育ち、自分を愛せずにいる少女・茉莉。
かつて最愛の人を亡くし、心に癒えない傷を抱え続けてきた歩
太。
彼との出会いに、初め心安らぐ居場所を手にした茉莉だった
が、二人の幸福な時間はある事件によって大きく歪められ―『天
使の卵』から２０年、『天使の梯子』から１０年。
いま贈る、終わりにして始まりの物語。

佐伯 泰英

鳥羽 亮

牧 秀彦
浅田 次郎
浅田 次郎 (選)
佐藤 愛子
中村 うさぎ/三浦 しをん

三浦

〔暗殺奉行〕

天使の柩

小杉 健治

しをん

抜刀
牧

秀彦

新任の北町奉行・依田政次は将軍家重より思わぬ密命を下される。
なんと、先代吉宗公が依田に秘かに命じていた影の仕置を復活させ、
世の悪を成敗せよというのだ。
重責に苦悩しつつ、与力・同心から手下を吟味する依田。
やがて浮上したのは、手錬ながらもいわくつきのはみ出し者たちだっ
た。
江戸に光を、悪には死を。暗殺奉行・依田率いる闇裁き軍団がついに
始動する。超期待の新シリーズ！

○ ６月の活動予定 ○
６月１２日
６月２６日

おすすめ絵本&ﾌﾟﾁﾋﾞﾌﾞﾘｵ

活動日時
活動場所

毎週木曜日〔10時～12時〕

制作
社会福祉会館図書室

今回のオススメ、外国絵本！
漂流物、デヴィット･ウィーズナー。
イギリスの【コールデコット賞】という、
良い絵本に贈られる賞を受賞した、映画を
観ているような絵本です！
[こぱんだ]の活動は６月から月２回の活
動となりますので宜しくお願いします。
皆さんぜひお越し下さい。

