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新年度がはじまって早くも１カ月が経ちました。暖かく過ごしやすい季節になりましたね。 

さて、先日「全国の書店員がいちばん！売りたい本 ２０１８年本屋大賞」が発表されました。 

気になるものがありましたらぜひ、図書館へお越しください。 
 

ＴＥＬ ０２４８-３２-４７８４ 

ＦＡＸ ０２４８-３２-４７８８ 

≪表郷図書館≫ 

あたらしい本 

平成３０年 ５月号 

『かがみの孤城』 

 辻村 深月 著 

 ２０１８年本屋大賞       ～ＴＯＰ３を紹介します！～ 

大賞 ２位 ３位 

   『盤上の向日葵』 

   柚月 裕子 著 

『屍人荘の殺人』 

 今村 昌弘 著 

 

「ダ・ヴィンチ

BOOK OF THE 

YEAR」など７冠！ 

 

学校に居場所をな

くし、閉じこもっ

ていた少女と似た

境遇の７人のお話

です。 

 

「山田風太郎賞」

候補作！ 

 

２人の刑事が、      

名駒を手がかりに

事件に挑みます。 

 

 

デビュー作にして「この

ミステリーがすごい！」

など３冠！ 

 

サークルの合宿で、密室

の殺人事件が発生。 

それは、連続殺人の幕開

けを告げるものでした。 

『ねばらねばなっとう』 

          林 木林 著 

 
「静かな湖畔」の歌にあわせて、 

納豆たちが運動会をくり広げる 

とても楽しい絵本です。 

 
『夢を生きる』 

                      羽生 結弦 著 

 

平昌オリンピックで、2大会連続金メダ

ルを獲得した羽生選手のインタビュー集

です。 

 

 
『大名行列』 

    シゲリ カツヒコ 著 

 

一見、お侍さんたちの行列のかと

思いきや、妖怪・マンモスなどが

出てきます。とてもリアルに描か

れていて楽しい絵本です。 



るるぶ札幌小樽富良野旭山動物園 １9    最新版 　ジェイティービー パブリッシング

るるぶ横須賀三浦逗子葉山 　ジェイティービー パブリッシング

　ジェイティービー パブリッシング

　新着図書《一般》

タイトル 著者

本好き女子のお悩み相談室 　南陀楼  綾繁　著

キミのままでいい 　たぐち  ひさと　著

あなたはそのままで愛されている 　渡辺  和子　著

るるぶ清里蓼科八ヶ岳諏訪 １９           最新版

るるぶ信州  １９最新版

るるぶ会津磐梯福島 １９最新版

勉強法以前の「勉強体質」のつくりかた

介護される人を大切にしたい！ 介護する人も大切にしたい！
あなたのための介護技術  基本編

大丈夫、働けます。

セカンドライフ、はじめてみました

子どもの性同一性障害に向き合う

るるぶ日光那須鬼怒川塩原 １９           最新版

るるぶ金沢能登加賀温泉郷 １９           最新版

保険の本  ２０１８ 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

　成澤  俊輔　著

　ｂｏｎｐｏｎ　著

　西野  明樹　著

　高山  彰彦　著

　ジェイティービー パブリッシング

　ジェイティービー パブリッシング

　ジェイティービー パブリッシング

　ジェイティービー パブリッシング

膠原病 　主婦の友社　編

強迫性障害です！ 　みやざき  明日香　著

スキンケアは「引き算」が正しい 　吉木  伸子　著

　伊藤  敏　 著

０歳から６歳までは生まれながらの 「気質タイプ別育て方」でラクにな
る！

　竹内  エリカ 著

東大ドクターが教える   塾に行かなくても勉強ができる子の習慣 　森田　敏宏　著

　市川  拓司　著

　主婦と生活社

　宝島社

　小田  瑞恵　著

大人になったら、着たい服  ２０１８春夏

　大沢  早苗　著大人のわたしに似合う服

緘殺のファイル 　姉小路  祐　著

私小説

〈＠〉ｃｏｓｍｅクチコミランキング  ２０１８保存版

子宮がん

確率捜査官御子柴岳人　ファイヤーゲーム

　上田  秀人　著

　神永  学　著

　角田  光代　著学校の青空  新装新版

かちがらす 　植松  三十里　著

妾屋の四季 　上田  秀人　著

奉行始末  新装版

私はあなたの記憶のなかに 　角田  光代　著



定年オヤジ改造計画

　風野  真知雄　著

　垣谷  美雨　著

わるじい秘剣帖  １０ 　風野  真知雄　著

浮雲心霊奇譚白蛇の理

六文銭の穴の穴

　神永  学　著

秋霖やまず 　佐伯  泰英　著

着物の日のボブ＆ショートアレンジ 　世界文化社

プロのための美肌メソッド 　宮田  哲朗　著

京都伏見のあやかし甘味帖花散る、恋散る、鬼探し 　柏  てん　著

屈折率 　佐々木  譲　著

あの世とこの世を季節は巡る 　沢村  鐵　著

ネコの気持ちと飼い方がわかる本 　主婦の友社　編

よくわかるウサギの健康と病気  新版 　大野  瑞絵　著

幽落町おばけ駄菓子屋　６ 　蒼月海里　原作

作り込まない作りおき 　ワタナベ  マキ　著

作れる！飾り巻き寿司おもてなし寿司 　川澄  健　著

昨日より太らないお菓子できました。 　阪本  久枝　著

おかあさん、ずっとみてて。 　なかがわ  みどり　著

離婚してもいいですか？翔子の場合 　野原  広子　著

ハイキュー！！  ３１ 　古舘  春一　著

サムライせんせい　５ 　黒江  Ｓ介　著

きみが心に棲みついた　上・下 　天堂　きりん　著

てぃ先生　７ 　ゆくえ  高那　漫画

ニヤっと笑える超現代風紫式部　ＯＬ日記 　ＢＵＳＯＮ　著

落語の名作あらすじ１００  新版 　青木  伸広　著

ゼロから分かる！図解落語入門 　稲田  和浩　著

僕のヒーローアカデミア  １８ 　堀越  耕平　著

ママレード・ボーイｌｉｔｔｌｅ　６ 　吉住  渉　著

ありがとうは僕の耳にこだまする 　東田  直樹　著

ソウル行最終便 　安東  能明　著

君を描けば嘘になる 　綾崎  隼　著

夢を生きる 　羽生  結弦　著

マンガワーズハウスへようこそ 　つだ  ゆみ　画

心を伝える手紙・はがきの書き方文例事典 　成美堂出版

にらみ 　長岡  弘樹　著

雨に消えて 　夏樹  静子　著

風の陣  ２  大望篇 　高橋  克彦　著

風の陣  ３  天命篇 　高橋  克彦　著

７７便に何が起きたか 　夏樹  静子　著



十津川警部南風の中で眠れ 　西村  京太郎　著

消えた断章 　深木  章子　著

特務捜査

コンビニたそがれ堂小鳥の手紙

　南  英男　著

草薙の剣 　橋本  治　著

海を抱いて月に眠る 　深沢  潮　著

恋敵は公方様 　牧  秀彦　著

１５歳のコーヒー屋さん 　岩野  響　著

　橋田  壽賀子　著

　柚月  裕子　著

　村山  早紀　著

　下重  暁子　著

凶犬の眼

極上の孤独

恨みっこなしの老後

めがさめた！ 　苅田  澄子　著

快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー
なぞＶＳなぞふしぎＶＳふしぎ１４２

　講談社

　かねまつ  すみれ　著かぶきやパン

リメンバー・ミー 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

タイトル 著者

　いとう  ひろし　著

　いとう  ひろし　著

ルラルさんのじてんしゃ

ルラルさんのバイオリン

飛行機しゅっぱつ！ 　鎌田　歩　著

ルラルさんのにわ 　いとう  ひろし　著

　いとう  ひろし　著ルラルさんのほんだな

　シゲリ  カツヒコ　著

うでのいいくつや

恐竜トリケラトプス　はじめてのたたかい

大名行列

あま～いしろくま 　柴田  ケイコ　著

　くすのき  しげのり　著さやかちゃん

　くすのき  しげのり　著

　黒川  みつひろ　著

ティモシーとサラ　かあさんのすきだった木 　芭蕉  みどり　著

ぎょうれつのできるチョコレートやさん 　ふくざわ  ゆみこ　著

じぶんでおしりふけるかな 　深見  春夫　著

ゆうえんちでなんでやねん 　鈴木  翼　著

はじめてのはじまり 　中川  ひろたか　著

うどんやのたあちゃん 　鍋田  敬子　著

すきなことのみつけかた 　たかい  よしかず　著

新着図書≪児童≫



手話教室 　藤科  遥市　画

ジュニア空想科学読本  １３ 　柳田  理科雄　著

ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス    恐竜博物館  １ 　岩崎書店

よくわかる近現代史  １～３ 　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

伊達政宗 　高枝  景水　画

「孫たちは帰らない」けれど 　豊田  直巳　写真

「牛が消えた村」で種をまく 　豊田  直巳　写真

「負けてられねぇ」と今日も畑に 　豊田  直巳　写真

鉱物キャラクター図鑑 　いとう  みつる　画

鉱物・岩石  増補改訂版 　学研教育出版

動物たちは、建築家！ 　ダニエル・ナサル　著

五年霊組こわいもの係  １３ 　床丸  迷人　著

ジュディ★モードは宇宙人？ メーガン・マクドナルド　著

４ミリ同盟 　高楼  方子　著

あの日、そらですきをみつけた 　辻  みゆき　著

おしりたんてい　あやうしたんていじむしょ 　トロル　著

父さんのカップラーメン 　くろい　ねこ美　文

いつだって僕らの恋は１０センチだった。 　香坂  茉里　著

めざせ！Ｎｏ．１パティシエ 　しまだ  よしなお　著

ぼくはなんでもできるもん 　いとう  みく　著

黒魔女さんの修学旅行 　石崎  洋司　著

モンスター・ホテルでプレゼント 　柏葉  幸子　著


