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私の息子はサルだった 佐野洋子[914.6 サ]
美女千里を走る 林真理子[914.6 ﾊ]
地平線 パトリック・モディアノ[953.7 モ]

平成 27 年 6 月 23 日現在

●文学●
深紅の断片 警防課救命チーム 麻見和史[913．6 ア]
謎解き広報課 天祢涼[913.6 ｱ]
民王 池井戸潤[913.6 イ]
鬼忘島金融捜査官・伊地知耕介 江上剛[913.6 エ]
猫のマルモ 大宮エリー[913.6 オ]
ちゃんぽん食べたかっ！ さだまさし[913.6 サ]
岳飛伝 蒼波の章⑬ 北方謙三[913.6 キ]
勁草 黒川博行[913.6 ｸ]
決戦！大坂城 葉室麟ほか[913.6 ケ]
それを愛とは呼ばず 桜木紫乃[913.6 サ]
天皇の料理番(上)(下) 杉森久英[913.6 ス]
人間のしわざ 青来有一[913.6 セ]
四月は少しつめたくて 谷川直子[913.6 タ]
妖草師①② 武内涼[913.6 タ]
テミスの求刑 大門剛明[913.6 ダ]
誘爆 堂場瞬一[913.6 ド]
長いお別れ 中島京子[913.6 ﾅ]
ヒポクラテスの誓い 中山七里[913.6 ﾅ]
ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文[913.6 ナ]
三人屋 原田ひ香(913.6 ﾊ)
一番線に謎が到着します-若き鉄道員・夏目壮太の日常 二宮敦人[913.6 ニ]
いとど遥けし 蜂谷涼[913.6 ハ]
蒼天見ゆ 葉室麟[913.6 ハ]
中島ハルコの恋愛相談室 林真理子[913.6 ハ]
ストレイヤーズ・クロニクル①～③ 本多孝好[913.6 ホ]
リバース 湊かなえ[913.6 ミ]
破落戸 諸田玲子[913.6 ﾓ]
誓約 薬丸岳[913.6 ヤ]
吉野北高校図書委員会①～③ 山本渚[913.6 ﾔ]
はたらく魔王さま！⑬ 和ケ原聡司[913.6 ﾜ]
料理人季蔵シリーズ㉕～㉗ 和田はつ子[913.6 ワ]

●その他文学●
芸人と俳人 又吉直樹[911.3 マ]
時をかけるゆとり 朝井リョウ[914.6 ア]
きれいの手口-秋田美人と郷美人の「美薬」 内館牧子[秋 914・6 ｳ]
中年だって生きている 酒井順子[914.6 サ]

●一般●
幸福に死ぬための哲学 池田晶子の言葉 池田晶子[104 ｲ]
満洲難民 三八度線に阻まれた命 井上卓弥[210.7 イ]
キラキラネームの大研究 伊東ひとみ[288.1 イ]
字の大きなアトラス日本地図帳 [291 ｼﾞ]
知らないと恥をかく世界の大問題 3.6 池上彰[304 ｲ]
マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本 名南経営[336.4 ﾏ]
それでもボクは会議で闘う ドキュメント刑事司法改革 周防正行[327.6 ス]
防災かあさん わたしの家族はわたしが守る！ みんなの防災部[369.3 ボ]
絵でみる江戸の女子図鑑 善養寺ススム[384.6 ゼ]
高島屋のしきたり事典老舗百貨店の門外不出「贈答・おつきあい」 教本高島屋[385.9 タ]
神々の記憶 北東北の魅力を探る伝説探求読本 高橋智[388.1 タ]
大人でも答えられない！宇宙のしつもん 荒舩良孝[440 ア]
ロミオと呼ばれたオオカミ ニック・ジャンズ[489.5 ジ]
沈みゆく大国アメリカ 逃げ切れ！日本の医療 堤未果[498 ツ]
“スマホ首”があらゆる不調を引き起こす！-30 秒ストレッチで簡単改善 鄭信義[498.3 チ]
服を買うなら、捨てなさい 地曳いく子[589.2 ジ]
ひんやりさっぱり夏レシピ 村井りんご[596 ム]
いんげん-お買い得食材 de パワーレシピ [596.3 イ]
はじめましての郷土玩具 甲斐みのり[759.9 カ]
頂点への道 錦織圭[783.5 ニ]
いちばんわかりやすいパークゴルフ上達法 和田玲花[783.8 ﾜ]
キャンプスタート BOOK 仲間と一緒に自然のなかへ [786．3 キ]

マザーランドの月 サリー・ガードナー[K933.7 ガ]
いもうとガイドブック スザンヌ・バートン[E]
たなばたバス 藤本ともひこ[E]
ぬいぐるみおとまりかい 風木一人[E]
はるって、どんなもの？ あさのますみ[E]

●BM 移動図書館●
読んだら忘れない読書術-精神科医が教える 樺澤紫苑[019.1 カ]
察しない男説明しない女 五百田達成[143.1 イ]
「ななつ星」極秘作戦(十津川警部シリーズ)西村京太郎[913.6 ﾆ]
たった 100 円！体をほぐし、コリや痛みが消える！ 福辻鋭記[492.7 ﾌ]
大相撲クイズ [Ｋ788.1 ｵ]
２年 A 組探偵局①② 宗田理[K913.6 ソ]

夏休み子ども講座

題字：創立者立山弟四郎
翁の自筆書き物より抜粋

「ステンドグラス風イラスト」作成講座

平成２７年 7 月１日

8 月 5 日(水)10：00～11：30

第 491 号

対象：小学生 15 名程度
クリアファイルとアルミホイルで、自分の描いた
イラストをステンドグラス風に仕上げることが出
来ます！(後日図書館にて募集を行います。)

[開館時間]

９：００～１７：３０
[休館日]
月曜(祝日の際
は翌平日)
年末年始
TEL&FAX

３５-３２３９

その他にも色々な企画を予定しておりますので、楽し
みにお待ちください。

●児童●
うんちの正体 菌は人類をすくう 坂元志歩[K491.3 サ]
花（小学館の図鑑 NEO19） 多田多恵子[K470.3 ハ]
栄養素キャラクター図鑑 田中明[K498.5 エ]
レインボールームアクセサリー はじめてでも、かんたん！かわいい！！ [ K594.3 レ]
いつものおやつ★デコ Junko[K596.6 ジ]
折り紙えほん 高野紀子[K754.9 タ]
ジョバンニの島 杉田成道[K913.6 ｲ]
あまねく神竜住まう国 荻原規子[K913.6 オ]
風のヒルクライムぼくらの自転車ロードレース 加部鈴子[K913.6 カ]
ゆうれい回転ずしたまご焼きのひみつ 佐川芳枝[K913.6 サ]
妖怪きょうだい学校へ行く 富安陽子[K913.6 ト]

図書館からのお知らせ
●【郷土を語る会】
7 月 24 日(金) 14：00～16：00
講座室(2Ｆ)
学習内容：月山神社の坂上田村麻呂伝説と神仏習合の歴史
講師：関友征氏 【参加費】￥300
●【古典読書講座】
7 月 17 日(金) 野外学習・青森県龍飛岬へ
8：30～16：30 ※詳しいお問い合わせは十和田図書館まで

