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●文学●
負けるもんか-正義のセ- 阿川佐和子[913.6 ア]
ジャイロスコープ 伊坂幸太郎[913.6 イ]
百万石の留守居役⑤密約 上田秀人[913.6 ウ]
極悪専用 大沢在昌[913.6 オ]
2.43 清陰高校男子バレー部①② 壁井ユカコ[913.6 カ]
抱く女 桐野夏生[913.6 キ]
豹変 今野敏[913.6 コ]
なきむし姫 重松清[913.6 シ]
君の膵臓をたべたい 住野よる[913.6 ス]
海街 diary 映画ノベライズ 吉田秋生原作[913.6 タ]
蓮花の契り 高田郁[913.6 タ]
ぱらっぱフーガ 竹内真[913.6 タ]
啓火心 日明恩[913.6 タ]
思い出のとき修理します②③ 谷瑞恵[913.6 タ]
家族スクランブル 田丸雅智[913.6 タ]
朝が来る 辻村深月[913.6 ツ]
屋上のウインドノーツ 額賀澪[913.6 ヌ]
ヒトリコ 額賀澪[913.6 ヌ「]
まんまこと⑤まったなし 畠中恵[913.6 ハ]
ヒトイチ 警視庁人事一課観察係 濱嘉之[913.6 ハ]
バケモノの子 細田守[913.6 ホ]
いるか句会へようこそ！ 堀本裕樹[913.6 ホ ]
スパイラル-ハゲタカ外伝 真山仁[913.6 マ]
アノニマス・コール 薬丸岳[913.6 ヤ]
ジョン・マン⑤立志編 山本一力[913.6 ヤ]
ポプラの秋 湯本香樹実[913.6 ユ]
空色バウムクーヘン 吉野万理子[913.6 ヨ]
料理人歳季蔵捕物控㉒㉓ 和田はつ子[913.6 ﾜ]

●その他文学●
カキフライが無いなら来なかった せきしろ[911.3 セ]
まさかジープで来るとは せきしろ[911.3 セ]
僕の短歌ノート 穂村弘[911.1 ホ]
ヒヨコノアルキカタ あさのますみ[914.6 ア]
友だちはいらない。 押井守[914.6 オ]
女優で観るか、監督を追うか 小林信彦[914.6 コ]
自閉症の僕の七転び八起き 東田直樹[914.6 ヒ]
蘇える変態 星野源[914.6 ホ]
衣にちにち 群ようこ[914.6 ム]

14 歳〈フォーティーン〉 満州開拓村からの帰還 澤地久枝[916 サ]
99％ありがとう ALS にも奪えないもの 藤田正裕[916 フ]
ブリジット・ジョーンズの日記-恋に仕事に子育てにてんやわんやの 12 か月
-(上)(下) ヘレン・フィールディング[933.7 フ]

●一般●
片付けない技術 岩波邦明[002.7 イ]
AI の衝撃 人工知能は人類の敵か 小林雅一[007.1 コ]
ノンフィクション作家だってお化けは怖い 工藤美代子[147 ク]
老い駆けろ！人生 草野仁[159.7 ク]
昭和天皇玉音放送永久保存版 CD ブック 川上和久[210.7 カ]
妻と飛んだ特攻兵 8・19 満州、最後の特攻 豊田正義[289.1 ト]
吉沢久子 97 歳のおいしい台所史 吉沢久子[289.1 ヨ]
国家がよみがえるとき 古市憲寿[302.3 フ]
ローマ法王に米をたべさせた男 高野誠鮮[318.6 タ]
聞き出す力 吉田豪[361.4 ヨ]
残念な教員 学校教育の失敗学 林純次[374.3 ハ]
火山入門 日本誕生から破局噴火まで 島村英紀[453.8 シ]
ローコストで建てるシンプルでナチュラルな家 [527 ロ]
Skype 完全（コンプリート）大事典 130 の厳選テク大集合 [547.4 ス]
みんなの手作りステテコ [593.3 ミ]
魔法の豆腐クリームレシピたっぷり食べても罪悪感ゼロ！ 井出杏海(596 イ]
ゴーヤ・にら/えび・いか お買い得食材 de パワーレシピ [596.3 オ]
わたしの畑の小さな世界-奇跡のリンゴ園の宝物- 木村秋則[625.2 キ]
地域発ヒット商品のデザイン [675.1 チ]
稼げる観光 鈴木俊博[689.4 ス]
吾輩は猫画家である 南條竹則[723.3 ナ]
好きなナプキンでつくるオリジナル雑貨 DecoNap＆DecoPodge①② くまがいなおみ[754.9 ク]
ネット私刑(リンチ) 安田浩一[760 マ]

プリンセス★マジックルビー④ ジェニー・オールドフィールド
[K933.7 オ]
ぼくらはヒーロー！それいけ！アンパンマンアニメライブラリー⑥ やなせたかし[E]
そらとぶてっぱん 岡田よしたか[E]

●BM 移動図書館●
それでもなお生きる 佐々木常夫[159 サ]
山怪～山人が語る不思議な話 田中康弘[388.1 タ]
その痛みやモヤモヤは「気象病」が原因だった 渡邊章範[498.4 ワ]
かわいい手まり 基礎から応用まで 尾崎敬子[594.9 オ]
だから、ぼくは農家をスターにする 高橋博之[611.4 タ]
お髷番承り候⑧騒優の発⑩君臣の想 上田秀人[913.6 ウ]
10 歳の質問箱 なやみちゃんと 55 人の大人たち [K159.5 ジ]
2 年 A 組探偵局③ 宗田理作[K913.6 ソ]
ねこまた妖怪伝① 藤野恵美[K913.6 フ]
題字：創立者立山弟四郎
翁の自筆書き物より抜粋

平成２７年 8 月１日

●15 歳の君に薦める 100 冊～10 代のうちに特別な１冊
に出会おう (7/14～8/23)…10 代にぜひ読んでほし
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い、往年の名作・最近注目の本を集めて展示しています。

[休館日]
月曜(祝日の際
は翌平日)
年末年始
TEL&FAX

●夏休み子ども講座 (8/5)…児童室にて、ステンド
グラス風イラストの作成を行います。見本をロビーに展示し
ておりますのでご覧になってみてください。

[開館時間]

９：００～１７：３０

３５-３２３９

●本のお中元 (8/4～)…テーマごとに詰めた本 5 冊
を、福袋状にして貸出致します。普段読まない本に出会え
るチャンス！

●児童●
ランドセルは海を越えて 内堀タケシ[K376.2 ウ]
星は友だち！はじめよう星空観察 [K440 ナ]
魚 小学館の図鑑 NEO④ [K487.5 サ]
かんたん！かわいい女の子の手芸＆工作 BOOｋ nikoworks[K594 カ]
めちゃカワかんたんデコレシピ①② Junko[K596.6 ジ]
美雨 13 歳のしあわせレシピ しめのゆき[K913.6 シ]
こちらパーティー編集部っ！① 深海ゆずは[K913.6 フ]
赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野万理子[K913.6 ヨ]
大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島ミホ[Ｋ914.6 ト]

図書館からのお知らせ
●【郷土を語る会】
8 月 28 日(金) 14：00～16：00
講座室(2Ｆ)
学習内容：月山神社について 講師：関 友征氏
●【古典読書講座】
8 月 22 日(土) 13:30～15:30 講座室(2Ｆ)

