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- INFORMATION

図書館で不要になった本や雑誌を皆さんに無料でお譲りするリサイクル

市を開催いたします。今年の開催日数は３日間となっています。 

月のリサイクル市のお知らせ月のリサイクル市のお知らせ月のリサイクル市のお知らせ月のリサイクル市のお知らせ    - RECYCLE 

）の 3 日間 

冊数は無制限とします

日に行われた特別資料整理期間中に、本の並び

を変更いたしました。詳しくは来月号でお知らせいたします。 

運動会・運動をテーマにした絵本を集めました。 

がんばるお父さんが登場する絵本と児童書を集めました。 

雨の季節は室内で工作三昧。クラフトの本を集めました。  

司書のイチオシ本を紹介します。 

雫井脩介さん」 

dreamwork.codreamwork.codreamwork.codreamwork.commmm     

土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）    

日（月日（月日（月日（月）、）、）、）、 

 

PECIAL - 

ご迷惑を

返却ポストまたは、教育

INFORMATION -

図書館で不要になった本や雑誌を皆さんに無料でお譲りするリサイクル

RECYCLE -

は無制限とします。 

日に行われた特別資料整理期間中に、本の並び



★絵本★絵本★絵本★絵本
ボタンちゃん（小川洋子）

仮面ライダーはどこだ！？

なんでもだっこ！（スコット・キャンベル）

いちにちパンダ（大塚健太）

みずたまのたび（アンヌ・クロザ）

動物戦隊ジュウオウジャーかくせい！

日本の神話古事記えほん（三浦佑之）

妖怪バス旅行（広瀬克也）

木のすきなケイトさん（

このあとどうしちゃおう（ヨシ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
名探偵コナン純黒の悪夢（青山剛昌）

さかさ町（

二日月（いとうみく）

ABC！（市川朔久子）

10 歳までに読みたい

十三番目の子（シヴォーン・ダウド）

ズートピア

茶畑のジャヤ（中川なをみ）

ずっと前から好きでした。（

ワンダー（

ひみつの

おねがい

ヒミツの王子様☆（八神千歳）

白いイルカの浜辺（ジル・ルイス）

★その他★その他★その他★その他
ドラえもん社会ワールド古代文明のひみつ（藤子

大村智ものがたり（馬場錬成）

ここで土になる（大西暢夫）

生きる（森越智子）

おばあちゃん、おじいちゃんを知る

超まるわかり理科のきほん

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業（中村文人）

 

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 
ボタンちゃん（小川洋子）

仮面ライダーはどこだ！？

なんでもだっこ！（スコット・キャンベル）

いちにちパンダ（大塚健太）

みずたまのたび（アンヌ・クロザ）

動物戦隊ジュウオウジャーかくせい！

日本の神話古事記えほん（三浦佑之）

妖怪バス旅行（広瀬克也）

木のすきなケイトさん（H.

このあとどうしちゃおう（ヨシ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 
名探偵コナン純黒の悪夢（青山剛昌）

さかさ町（F.エマーソン・アンドリュース）

二日月（いとうみく） 

（市川朔久子） 

歳までに読みたい世界名作

十三番目の子（シヴォーン・ダウド）

ズートピア 

茶畑のジャヤ（中川なをみ）

ずっと前から好きでした。（

ワンダー（R.J.パラシオ）

ひみつのきもちぎんこう（ふじもとみさと）

おねがい！フェアリー 16

ヒミツの王子様☆（八神千歳）

白いイルカの浜辺（ジル・ルイス）

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

ドラえもん社会ワールド古代文明のひみつ（藤子

大村智ものがたり（馬場錬成）

ここで土になる（大西暢夫）

生きる（森越智子） 

おばあちゃん、おじいちゃんを知る

超まるわかり理科のきほん

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業（中村文人）

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書    ※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者

                                ※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑

 
新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

ボタンちゃん（小川洋子） 

仮面ライダーはどこだ！？ 

なんでもだっこ！（スコット・キャンベル）

いちにちパンダ（大塚健太） 

みずたまのたび（アンヌ・クロザ） 

動物戦隊ジュウオウジャーかくせい！5 だいしんパワー

日本の神話古事記えほん（三浦佑之） 

妖怪バス旅行（広瀬克也） 

H.ジョゼフ・ホプキンズ）

このあとどうしちゃおう（ヨシタケシンスケ）

名探偵コナン純黒の悪夢（青山剛昌） 

エマーソン・アンドリュース）

 

世界名作 23・24 

十三番目の子（シヴォーン・ダウド） 

茶畑のジャヤ（中川なをみ） 

ずっと前から好きでした。（HsneyWorks）

パラシオ） 

きもちぎんこう（ふじもとみさと）

16（みずのまい）

ヒミツの王子様☆（八神千歳） 

白いイルカの浜辺（ジル・ルイス） 

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

ドラえもん社会ワールド古代文明のひみつ（藤子

大村智ものがたり（馬場錬成） 

ここで土になる（大西暢夫） 

おばあちゃん、おじいちゃんを知る本 2～

超まるわかり理科のきほん 上・下（滝川洋二）

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業（中村文人）

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者、本の順序は、本の順序は、本の順序は、本の順序は著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順

※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑※新作テープの色は「黄緑色色色色」です。」です。」です。」です。

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ 

なんでもだっこ！（スコット・キャンベル） 

だいしんパワー 

ジョゼフ・ホプキンズ） 

タケシンスケ） 

エマーソン・アンドリュース） 

 

） 

きもちぎんこう（ふじもとみさと） 

（みずのまい） 

ドラえもん社会ワールド古代文明のひみつ（藤子F不二雄） 

～4（江頭恵子） 

上・下（滝川洋二） 

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業（中村文人） 

著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順です。です。です。です。 

」です。」です。」です。」です。 

 
◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書

★
ままならないから私とあなた（朝井リョウ）

ゼロの激震（安生正）

サブマリン（伊坂幸太郎）

ツバキ文具店（小川糸）

向田理髪店（奥田英朗）

タマゴマジック（恩田陸）

なにもないことが多すぎる（片山恭一）

防諜捜査（今野敏）

大きくなる日（佐川光晴

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子）

札幌アンダーソング

彩は匂へど（田牧大和）

彼女に関する十二章（中島京子）

タスキメシ（額賀澪）

ハーレムの闘う本屋

若様とロマン（畠中恵）

辛夷の花（葉室麟）

ビューティーキャンプ（林真理子）

さんぽみち（深町なか）

緑衣のメトセラ（福田和代）

喉の奥なら傷ついてもばれない（宮木あや子） 

★
日本防衛秘録（守屋武昌

東京帝大叡古教授（門井慶喜）

★
知って得する図書館の楽しみかた（吉井潤）

恐怖の哲学（戸田山和久）

死を迎える心構え（加藤尚武）

いちばんやさしい手相入門（浅野八郎）

地域再生の失敗学（飯田泰之）

借地借家事件処理マニュアル（清水俊順）

貨幣の「新」世界史（カ

ローカル仕事図鑑（

学級アイスブレイス（江越喜代竹）

モンスターマザー（福田ますみ）

 

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書    ※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「

★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語
ままならないから私とあなた（朝井リョウ）

ゼロの激震（安生正）

サブマリン（伊坂幸太郎）

ツバキ文具店（小川糸）

向田理髪店（奥田英朗）

タマゴマジック（恩田陸）

なにもないことが多すぎる（片山恭一）

防諜捜査（今野敏）

大きくなる日（佐川光晴

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子）

札幌アンダーソング

彩は匂へど（田牧大和）

彼女に関する十二章（中島京子）

タスキメシ（額賀澪）

ハーレムの闘う本屋

若様とロマン（畠中恵）

辛夷の花（葉室麟）

ビューティーキャンプ（林真理子）

さんぽみち（深町なか）

緑衣のメトセラ（福田和代）

喉の奥なら傷ついてもばれない（宮木あや子） 

★文庫文庫文庫文庫    
日本防衛秘録（守屋武昌

東京帝大叡古教授（門井慶喜）

★その他その他その他その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

知って得する図書館の楽しみかた（吉井潤）

恐怖の哲学（戸田山和久）

死を迎える心構え（加藤尚武）

いちばんやさしい手相入門（浅野八郎）

地域再生の失敗学（飯田泰之）

借地借家事件処理マニュアル（清水俊順）

貨幣の「新」世界史（カ

ローカル仕事図鑑（

学級アイスブレイス（江越喜代竹）

モンスターマザー（福田ますみ）

 

※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「黄緑黄緑黄緑黄緑

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語    
ままならないから私とあなた（朝井リョウ）

ゼロの激震（安生正） 

サブマリン（伊坂幸太郎） 

ツバキ文具店（小川糸） 

向田理髪店（奥田英朗） 

タマゴマジック（恩田陸） 

なにもないことが多すぎる（片山恭一）

防諜捜査（今野敏） 

大きくなる日（佐川光晴） 

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子） 

札幌アンダーソング ラストソング（小路幸也）

彩は匂へど（田牧大和） 

彼女に関する十二章（中島京子） 

タスキメシ（額賀澪） 

ハーレムの闘う本屋（ヴォーンダ・ミショー・ネルソン）

若様とロマン（畠中恵） 

辛夷の花（葉室麟） 

ビューティーキャンプ（林真理子）

さんぽみち（深町なか） 

緑衣のメトセラ（福田和代） 

喉の奥なら傷ついてもばれない（宮木あや子）

日本防衛秘録（守屋武昌） 

東京帝大叡古教授（門井慶喜） 

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）    

知って得する図書館の楽しみかた（吉井潤）

恐怖の哲学（戸田山和久） 

死を迎える心構え（加藤尚武） 

いちばんやさしい手相入門（浅野八郎）

地域再生の失敗学（飯田泰之） 

借地借家事件処理マニュアル（清水俊順）

貨幣の「新」世界史（カビール・セガール）

ローカル仕事図鑑（DECO） 

学級アイスブレイス（江越喜代竹）

モンスターマザー（福田ますみ） 

黄緑黄緑黄緑黄緑色色色色」です」です」です」です。。。。    

ままならないから私とあなた（朝井リョウ） 

なにもないことが多すぎる（片山恭一） 

 

ラストソング（小路幸也） 

 

（ヴォーンダ・ミショー・ネルソン）

ビューティーキャンプ（林真理子） 

喉の奥なら傷ついてもばれない（宮木あや子） 

知って得する図書館の楽しみかた（吉井潤） 

いちばんやさしい手相入門（浅野八郎） 

借地借家事件処理マニュアル（清水俊順） 

ビール・セガール） 

学級アイスブレイス（江越喜代竹） 

 

（ヴォーンダ・ミショー・ネルソン） 

小学校 6年

文系女子のための電卓操作入門（堀川洋）

ときめく化石図鑑（土屋香）

面白くて眠れなくなる植物学（稲垣栄洋）

干潟生物観察図鑑（風呂田利夫）

テーマで読み解く生命倫理学（小泉

A Child is 

図解決定版すい臓の病気と最新治療＆予防法（伊佐地秀司）

患者は知らない医者の真実（野田一成）

早わかり目で見る食品＆食材成分事典

五性・五味・帰経がひと目でわかる食品成分表（杏仁美友）

若杉ばあちゃん医者いらずの食養訓（若杉友子）

ワインの“鬼”

得する家事（あのニュースで得する人損する人）

エプロンとエプロンみたいなワンピース（藁谷真生）

フェルト羊毛で作るやっぱりかわいいうちのペット

お弁当上手になれる本

流して焼くだけ簡単魔法のケーキ（

男の“ええ加減

平野レミの新・

こどもがどんどん整理整頓したくなる！お片付け帖

北海道で育てる宿根草（北村真弓）

北海道で育てるバラ（石渡杏奈）

バターが買えない不都合な真実（山下一仁）

岩合さんの好きなネコ（岩合光昭）

東京ディズニーシーベストガイド

進化系ビジネスホテルが予約が取れないほど人気なワケ

水墨画・猫を描く（全国水墨画美術協会）

ねこの絵集（ブリティッシュライブラリー）

パワーアップ吹奏楽！

これならわかるオリンピックの歴史

超図説初めての海釣り

ミルコ・デムーロ×クリストフ

よくわかる

超訳宮本武蔵語録（斎藤考）

あいうえおで引いてすぐ！使える韓国語用語集（西田栄子

年分の算数が教えられるほどよくわかる

文系女子のための電卓操作入門（堀川洋）

ときめく化石図鑑（土屋香）

面白くて眠れなくなる植物学（稲垣栄洋）

干潟生物観察図鑑（風呂田利夫）

テーマで読み解く生命倫理学（小泉

 Born（レナルト・ニルソン）

図解決定版すい臓の病気と最新治療＆予防法（伊佐地秀司）

患者は知らない医者の真実（野田一成）

早わかり目で見る食品＆食材成分事典

五性・五味・帰経がひと目でわかる食品成分表（杏仁美友）

若杉ばあちゃん医者いらずの食養訓（若杉友子）

“鬼”（浜野吉秀） 

得する家事（あのニュースで得する人損する人）

エプロンとエプロンみたいなワンピース（藁谷真生）

フェルト羊毛で作るやっぱりかわいいうちのペット

お弁当上手になれる本 

流して焼くだけ簡単魔法のケーキ（

ええ加減”料理はフライパンひとつ

平野レミの新・140字レシピ（平野レミ）

こどもがどんどん整理整頓したくなる！お片付け帖

北海道で育てる宿根草（北村真弓）

北海道で育てるバラ（石渡杏奈）

バターが買えない不都合な真実（山下一仁）

岩合さんの好きなネコ（岩合光昭）

東京ディズニーシーベストガイド

進化系ビジネスホテルが予約が取れないほど人気なワケ

水墨画・猫を描く（全国水墨画美術協会）

ねこの絵集（ブリティッシュライブラリー）

パワーアップ吹奏楽！ ユーフォニアム・クラリネット

これならわかるオリンピックの歴史

超図説初めての海釣り 

ミルコ・デムーロ×クリストフ

柔道受け身のすべて（木村昌彦）

超訳宮本武蔵語録（斎藤考）

あいうえおで引いてすぐ！使える韓国語用語集（西田栄子

分の算数が教えられるほどよくわかる

文系女子のための電卓操作入門（堀川洋） 

ときめく化石図鑑（土屋香） 

面白くて眠れなくなる植物学（稲垣栄洋） 

干潟生物観察図鑑（風呂田利夫） 

テーマで読み解く生命倫理学（小泉博明） 

（レナルト・ニルソン） 

図解決定版すい臓の病気と最新治療＆予防法（伊佐地秀司）

患者は知らない医者の真実（野田一成） 

早わかり目で見る食品＆食材成分事典（主婦の友社）

五性・五味・帰経がひと目でわかる食品成分表（杏仁美友）

若杉ばあちゃん医者いらずの食養訓（若杉友子）

 

得する家事（あのニュースで得する人損する人）

エプロンとエプロンみたいなワンピース（藁谷真生）

フェルト羊毛で作るやっぱりかわいいうちのペット

（須佐沙知子）

流して焼くだけ簡単魔法のケーキ（Sachi） 

料理はフライパンひとつ（石蔵文信）

字レシピ（平野レミ） 

こどもがどんどん整理整頓したくなる！お片付け帖

（カール友波）

北海道で育てる宿根草（北村真弓） 

北海道で育てるバラ（石渡杏奈） 

バターが買えない不都合な真実（山下一仁） 

岩合さんの好きなネコ（岩合光昭） 

東京ディズニーシーベストガイド 2016-2017

進化系ビジネスホテルが予約が取れないほど人気なワケ

水墨画・猫を描く（全国水墨画美術協会） 

ねこの絵集（ブリティッシュライブラリー） 

ユーフォニアム・クラリネット

これならわかるオリンピックの歴史Q＆A（石出法太）

ミルコ・デムーロ×クリストフ・ルメール勝利の条件

（ミルコ・デムーロ）

柔道受け身のすべて（木村昌彦） 

超訳宮本武蔵語録（斎藤考） 

あいうえおで引いてすぐ！使える韓国語用語集（西田栄子

分の算数が教えられるほどよくわかる 

（小杉拓也） 

図解決定版すい臓の病気と最新治療＆予防法（伊佐地秀司） 

（主婦の友社） 

五性・五味・帰経がひと目でわかる食品成分表（杏仁美友） 

若杉ばあちゃん医者いらずの食養訓（若杉友子） 

得する家事（あのニュースで得する人損する人） 

エプロンとエプロンみたいなワンピース（藁谷真生） 

フェルト羊毛で作るやっぱりかわいいうちのペット 

（須佐沙知子） 

 

（石蔵文信） 

 

こどもがどんどん整理整頓したくなる！お片付け帖 

（カール友波） 

 

2017 

進化系ビジネスホテルが予約が取れないほど人気なワケ 

（永宮和美） 

 

ユーフォニアム・クラリネット 

（石出法太） 

・ルメール勝利の条件 

（ミルコ・デムーロ） 

 

あいうえおで引いてすぐ！使える韓国語用語集（西田栄子） 


