
1位 「燕は戻ってこない」
　　　　桐野 夏生 著／集英社
2位 「塞王の楯」 （直木賞受賞作）

　　　　今村 翔吾 著／集英社
３位 「母の待つ里」
　　　　浅田 次郎 著／新潮社
４位 「神よ憐れみたまえ」
　　　　小池 真理子 著／新潮社
５位 「私が見た未来」
　　　　たつき 諒 著／飛鳥新社
　　（統計：2022年6月 図書室調べ）

★中央公民館・木育ひろば「おはなし会」

　7月15日(金) 午前10:30～11:00

       　  　　乳幼児向け
　　手遊び、紙芝居、絵本の読み聞かせなど

　　

　

解決の糸口すらつかめない
3つの殺人事件。共通点は
その殺害方法と、被害者は
みな過去に人を死なせた者
であることだった。警部と
なった新田浩介は、複雑な思いを抱えながら
再び潜入捜査を開始する。

西国を去ることを決め、
福江島から船に乗り込ん
だ空也は、長州藩の萩城下に降り立った。
町の道場を訪れると、藩主派と家老派によ
る毛利家のお家騒動に巻き込まれ…。

　〈 利用案内 〉
◎新規利用時に利用者登録が必要。
　対象：町内在住・在勤・在学者
※身分証明書(免許証・保険証など)が必要と
　なりますので、ご持参ください。
◎貸出上限１人１０冊。
◎貸出期間２週間
(１回のみ延長可。延長期間２週間。※予約本は除く)

◎町内にない本は、府内の図書館などから取り寄せ可。

1位「燕は戻っ
てこない

「出会い」がもたらす
「奇跡」を描いた全3篇。
退屈で仕方がない入院中
の小学生。容姿にコンプ
レックスを抱く内向的な学生作家。転校した
ての中学生。出会いが人を変えていく三つの
優しい物語。

★こだち図書・夏休み自習イベント

　7月29日(金) 午前９:00～午後４:00

       　どなたでも参加して頂けます。
　　自由研究・自習の相談を受け付けます。
　　模造紙などの資材を提供します。
　　詳細お問合せ下さい。☎82－3850

　　　※8月にも開催予定です！

おてがみがだいすきなはな
ちゃん。まいにちポストの
まえでおてがみをまってい
ます。ポストにとどいたおてがみは、
いったいだれからかな?

郵便の歴史をめぐる旅に出発
しよう!  通信と郵便がどのよ
うに発展したのかを解説。

「マスカレード・
ゲーム」

東野 圭吾 著
集英社

「夏の体温」

瀬尾 まいこ著
双葉社

「風に訊け
空也十番勝負７」

佐伯 泰英 著
文藝春秋

「燕は戻ってこ
ない」

桐野 夏生 著
集英社

「知ってる？郵
便のおもしろ

い歴史」

郵政博物館編著 
少年写真新聞社

「いろいろ
おてがみ」

えがしら みちこ 作
小学館



書  名 著者名 出版社 請求記号

社会科学 それでも生きていく 姜　尚中／著 集英社 304

「トランプ信者」潜入一年 横田　増生／著 小学館 312.5

二本の棘 山下　征士／著 KADOKAWA 317.7

老〜い、どん!　2 樋口　恵子／著 婦人之友社 367.7

日本怪異妖怪事典　近畿 朝里　樹／監修 笠間書院 388.1

自然科学 きれいなだけじゃない石図鑑 柴山　元彦／著 大和書房 459

草木愛しや花の折々 平野　恵理子／著 三月書房 470.4

大人の食物アレルギー 福冨　友馬／著 集英社 493.1

ボケないための笑いヨガ 高田　佳子／著 春陽堂書店 498.3

工学 キテレツ城あるき 長谷川　ヨシテル／著 柏書房 521.8

ぶらり大阪味な店めぐり 井上　理津子／著
産業編集セン
ター 596

産業 ウッドデッキの庭実例集 ブティック社 629.7

地図鉄のすすめ 今尾　恵介／[著] 昭文社 686.2

芸術 水彩画デッサンと彩色のツボ 高崎　尚昭／著 日貿出版社 724.4

洗濯物がウラ返しでも正直誰も死なない ツボウチさん／著 KADOKAWA 726.1

スポーツ観戦を楽しむ本 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 780

完全図解ペットボトルロケット講座 造事務所／編 双葉社 781.9

おっさんの掟 谷口　真由美／著 小学館 783.4

文学 万感のおもい 万城目　学／著 夏葉社 914.6 ﾏｷ

イスラーム精肉店 ソン　ホンギュ／著 新泉社 929.1 ｿﾝ

フォンターネ パオロ・コニェッティ／著新潮社 974 ｺﾆ

文庫 影踏み鬼 葉室　麟／著 文藝春秋 BF ﾊﾑ

幽世の薬剤師 紺野　天龍／著 新潮社 B F ｺﾝ

風に訊け 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ

朱に交われば 坂井　希久子／著 文藝春秋 B F ｻｶ

花咲小路一丁目の刑事 小路　幸也／著 ポプラ社 B F ｼｮ

水底の森　上 柴田　よしき／著 集英社 B F ｼﾊﾞ 

桜さがし 柴田　よしき／著 集英社 B F ｼﾊﾞ

京都寺町三条のホームズ　18 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 

日本の小説 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎／著 幻冬舎 F ｲｻ

ミチクサ先生　上・下 伊集院　静／著 講談社 F ｲｼﾞ

ピンク色なんかこわくない 伊藤　朱里／著 新潮社 F ｲﾄ

新しい本が入りました



書  名 著者名 出版社 請求記号

日本の小説 幸村を討て 今村　翔吾／著 中央公論新社 F ｲﾏ

紙鑑定士の事件ファイル　[2] 歌田　年／著 宝島社 F ｳﾀ 

あの春がゆき　この夏がきて 乙川　優三郎／著 徳間書店 F ｵﾄ

あきらめません! 垣谷　美雨／著 講談社 F ｶｷ

もう別れてもいいですか 垣谷　美雨／著 中央公論新社 F ｶｷ

タラント 角田　光代／著 中央公論新社 F ｶｸ

春のこわいもの 川上　未映子／著 新潮社 F ｶﾜ

シャルロットのアルバイト 近藤　史恵／著 光文社 F ｺﾝ

誰かがこの町で 佐野　広実／著 講談社 F ｻﾉ

<磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路　幸也／著 光文社 F ｼｮ

花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也／著 ポプラ社 F ｼｮ

ハロー・グッドバイ 小路　幸也／著 集英社 F ｼｮ

朱色の化身 塩田　武士／著 講談社 F ｼｵ

競争の番人 新川　帆立／著 講談社 F ｼﾝ

剣持麗子のワンナイト推理 新川　帆立／著 宝島社 F ｼﾝ

夏の体温 瀬尾　まいこ／著 双葉社 F ｾｵ

日々のきのこ 高原　英理／著 河出書房新社 F ﾀｶ

死神と天使の円舞曲 知念　実希人／著 光文社 F ﾁﾈ

夕焼けポスト ドリアン助川／著 ポプラ社 F ﾄﾞﾘ

図書室のはこぶね 名取　佐和子／著 実業之日本社 F ﾅﾄ

特許やぶりの女王 南原　詠／著 宝島社 F ﾅﾝ

古本食堂 原田　ひ香／[著]
角川春樹事務
所 F ﾊﾗ

マスカレード・ゲーム 東野　圭吾／著 集英社 F ﾋｶﾞ

宙ごはん 町田　そのこ／著 小学館 F ﾏﾁ

子宝船 宮部　みゆき／著 PHP研究所 F ﾐﾔ

風の港 村山　早紀／著 徳間書店 F ﾑﾗ

431秒後の殺人 床品　美帆／[著] 東京創元社 F ﾕｶ

児童書 しらべるちがいのずかん おかべ　たかし／文 東京書籍 031

(知識) ブラックホールと宇宙の謎 荒舩　良孝／構成・文 岩崎書店 443.5

すべてがつながっている!生き物と環境　1 岩崎書店 468

やっぱりざんねんないきもの事典 今泉　忠明／監修 高橋書店 480

地下鉄のサバイバル　2 ゴムドリco.／文 朝日新聞出版 686

知ってる?郵便のおもしろい歴史 郵政博物館／編著
少年写真新聞
社 693.2

ワクワク!かわいい!自由工作大じてん 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 750



書  名 著者名 出版社 請求記号

児童書 SINGシング-ネクストステージ- 澁谷　正子／著 小学館 933.8 ｼﾝ

(読み物) こぐまのクークものがたり かさい　まり／作・絵 KADOKAWA F ｶｻ

カンフー&チキン 小嶋　陽太郎／作 ポプラ社 F ｺｼﾞ

もりのゆうびんポスト 原　京子／作 ポプラ社 F ﾊﾗ

絵本 ながぐつくんとあまがさちゃん 中川　ひろたか／文 自由国民社 E ﾀ 

うみでなんでやねん 鈴木　翼／文
世界文化ワン
ダークリエイト E ｱｵ

おめんです　3 いしかわ　こうじ／作・絵 偕成社 E ｲｼ

パンダのんびりたいそう いりやま　さとし／作 講談社 E ｲﾘ

みんなでおふろ
ダイアン・マルドゥロー／
ぶん

イマジネイショ
ン・プラス E ｳｫ

あかちゃんといっしょ えがしら　みちこ／作 白泉社 E ｴｶﾞ

いろいろおてがみ えがしら　みちこ／作 小学館 E ｴｶﾞ

ちゃぷちゃぷぷーん 得田　之久／文 福音館書店 E ｵｲ

ぶんぶんきいろ 柏原　晃夫／作・絵 学研プラス E ｶｼ

みかんオレンジ 柏原　晃夫／作・絵 学研プラス E ｶｼ

てをつなぐのだいすき きむら　ゆういち／さく 偕成社 E ｷﾑ

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう! くぼ　まちこ／著 アリス館 E ｸﾎﾞ

さくら こが　ようこ／ぶん・え 大日本図書 E ｺｶﾞ

いいいろふうせんや たなか　しん／著 早川書房 E ﾀﾅ

あついあつい 垂石　眞子／さく 福音館書店 E ﾀﾙ

ないしょないしょのももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾖ

ぽっかりライトせんせい はっとり　ひろき／作 講談社 E ﾊｯ

ぱちぱちおめでとう ひろゆた／作 小学館 E ﾋﾛ

ぼくの天国ポスト 寺井　広樹／原案 絵本塾出版 E ﾌｸ

ぞうのマメパオ 藤岡　拓太郎／著・装丁 ナナロク社 E ﾌｼﾞ

もふっ ふじい　ともみ／作 アリス館 E ﾌｼﾞ

ひよこちゃんひとくちどうぞ マック／文・絵
パイインター
ナショナル E ﾏｯ

火の山にすむゴリラ 前川　貴行／写真・文 新日本出版社 E ﾏｴ

おっぱい みやにし　たつや／さく・え 鈴木出版 E ﾐﾔ

かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ　シンスケ／著 白泉社 E ﾖｼ

☆ 涼しい場所で夏休みの宿題や受験勉強に取り組もう！

　　京丹波町役場 交流ラウンジ こだちでは、カウンタースペースと防災　　

　　会議室（但し会議等の予約が入っている日を除く)で自習に取り組む　

　　ことができます。

☆ 本を使って自由研究に取り組もう！

　　交流ラウンジ 図書コーナーでは、自由研究イベントを開催予定です。　　

　　　　　詳細は右記にお問い合わせ下さい。☎82-3850

早めに

計画を立てて

充実した

夏休みに

してね･


