
≪新刊案内　１月号≫
※　読みたい本がございましたら、お知らせください。

標茶町図書館
【休館日】 月曜日・祝日

（月曜日が祝日の時は翌火曜日も）

年末年始 12月29日(水)～１月５日(水)

【開館時間】火～木 10:00～18:00

金 10:00～19:00

土・日 10:00～17:00

ＴＥＬ ０１５－４８５－２３００

ＦＡＸ ０１５－４８５－２６０９

標茶町図書館協議会委員の皆さんによるおすすめ本コラムをリレー方式でお
届けいたします。
今回は、新田由貴代さんにご執筆いただきました。紹介された図書は図書館に
ございますので、読まれたい方はご連絡ください。

（1２月受入分）

令和４年

「うどんのうーやん」（岡田よしたか・作、ブロンズ新社）

｢素うどん｣。

出汁をかけただけのうどんのことを、関西ではそ
う呼ぶ。

うーやんの始まりも素うどんである。
うどんのメニュー数々あれど、ふところ事情がサ

ミシカッタ昔は、この素うどんにお世話になってい
た。

｢力餅｣は抜群に美味しいうどん屋で、その出汁は
最高であったし、少し余裕のある時には｢きなこの
おはぎ｣を添えてやる。これが当時の贅沢。

二十数年前、大阪から標茶にヤッテキタ。産経新聞に｢酪農体験｣の文字をみつけ、
何を思ったか、うっかり応募したのが運命の始まりである。結果オーライで良かっ
たと言えるのだが、この距離だけはなんともいただけない。

帰省する度、交差点の角の｢力餅｣で素うどんを頂き、店から変わりゆく町の姿を
眺めては、なんとなく寂しい思いをしたものだ。いつだったか、とうとう｢力餅｣も
時代の波に流され消えてしまった。

うーやんは実におおらかである。
次々とやってくる珍客を｢まあ、ええわ｣と受け入れてやる。これは見習わないと

いけない。｢まあ、ええわ｣は｢なるようになる｣という言葉を含めている。うーやん
の懐の深さは尊敬してしまうのである。

ところで、うーやんでは途中に｢江州音頭｣であろうと思われる一節が入ってくる。
滋賀県を中心に近畿地方各地で盆踊りに用いられる音頭だ。子供の頃、夏には盆踊
りや地蔵盆などが盛んに行われていた。

浴衣を着てあちこちの会場をはしごして、踊ったり、お菓子を貰ったりと忙しい
ものだった。｢うーやん｣を見ると、そんな昔がパーッと駆け巡るのである。いわば
大阪人の血が騒ぐのだ。｢ゴミをなげる｣と言い始めた近頃、｢ゴミをほかす｣のだと
思い起こさせるのが、この絵本なのだ。
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分　野 著　者 書　名

　◆　ビジネス関係　◆

人生訓 薄井　シンシア 専業主婦が就職するまでにやっておくべき８つのこと

仲山　進也 「組織のネコ」という働き方

　◆　教育関係　◆

教育 小林　高子 不登校、頼ってみるのもいいものだ

大学入試 元木　裕 大学学部調べ　社会福祉学部　中高生のための学部選びガイド

　◆　保育、育児関係　◆

保育 宮田　まり子 発達を支える「遊び」づくり　イラストBOOKたのしい保育

家庭教育 薄井　シンシア ハーバード、イエール、プリンストン大学に合格した娘は、どう育てられたか

　◆　医療、健康関係　◆

医療、健康 糸井　隆夫/監修 膵臓の病気がわかる本　急性膵炎・慢性膵炎・膵のう胞・膵臓がん

遠藤　健司 たった３０秒　ファシアゆるゆる体操がコリに効く！

清水 伸一、吉原 潔 腰のすべり症　最新最強 自力克服大全

田中　大介/監修 起立性調節障害（ＯＤ）　朝起きられない子どもの病気がわかる本

土屋　元明 肩と首はもまずにつまんで、ゆらしなさい

石原　周 側弯症は自分で治せる！

上田　嘉代子 つらくなる前に知っておきたい　閉経のきほん

鎌田　實 ６０代からの鎌田式ズボラ筋トレ

くずまき　たけじろう 会社でうつにならないための７つの心の技術

薬学 小早川　愛 わたしに効くハーブ大全

医学 藤田　紘一郎 人の研究を笑うな　カイチュウ博士８１年の人生訓

吉田　謙一 法医学者の使命「人の死を生かす」ために

泉　孝英 満州開拓団と満州開拓医

　◆　スポーツ・運動関係　◆

スポーツ オースティン・カレント 筋トレの科学

　◆　まちづくり・地方自治関係　◆

行政・地方自治 吉田　泰己 行政をハックしよう　ユーザー中心の行政デジタルサービスを目指して

大森　彌 自治体議員入門

古橋　香織 公務員男性の服

椎川　忍 ほか 飛び出す！公務員　時代を切り拓く９８人の実践

地縁団体研究会 自治会、町内会等法人化の手引き

（１月受（１月受（１月受（１月受

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

　◆　読書・図書館関係　◆

資料保存 日本図書館協会 やってみよう資料保存

図書館 福井県立図書館 １００万回死んだねこ　覚え違いタイトル集

読書 逢坂肇と流泉書房の仲間たち 今日は何の日？今日も本の日！

米澤　穂信 米澤屋書店

　◆　鉄道関係　◆

鉄道 松本　典久 鉄道旅のトラブル対処法

　◆　アイヌ民族関係　◆

民族誌 北海道博物館 アイヌのくらし　時代・地域・さまざまな姿

　◆　郷土・地域資料、北海道関係　◆

標茶町史 橋本　勲 標茶の歴史(14)　塘路原野

　　〃 標茶の歴史(16)　熊牛原野

標茶町 標茶町教育委員会 標茶町「少年の主張」大会集録　第40回 令和３年度

短歌 高取　剛 父の言伝

石狩市 吉岡　玉吉 吉岡玉吉さんの昔語り　私の体験したサケ漁

生活協同組合 北海道生活協同組合連合会 北海道生協運動史　増補改訂版

《哲学・宗教》

人生訓 薄井　シンシア 人生は、もっと、自分で決めていい

浄土真宗 五木　寛之 私の親鸞　孤独に寄りそうひと

《歴史・地理》

日本史 保阪　正康/監修 半藤一利　語りつくした戦争と平和

ロシア 下斗米　伸夫 図説　ソ連の歴史　増補改訂版

個人伝記 森　まゆみ 聖子　新宿の文壇ＢＡＲ「風紋」の女主人

地理・紀行 成美堂出版編集部 今がわかる時代がわかる　世界地図　2022年版

　　〃 今がわかる時代がわかる　日本地図　2022年版

北海道博物館 あっちこっち湿地　自然と歴史をめぐる旅　GUIDE BOOK

《社会科学》

政治 三浦　瑠麗 日本に絶望している人のための政治入門

　　〃 日本の分断　私たちの民主主義の未来について

住宅 エクスナレッジ 家づくり究極ガイド2022

家族 ＠wifeisking 妻のパンチライン

大岡　啓二 人はなぜ、愛するわが子を虐待するのか

黒川　伊保子 母のトリセツ

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

《社会科学》

性 松岡　宗嗣 あいつゲイだって　アウティングはなぜ問題なのか？

反社会集団 沖田 臥竜+取材班 相剋　山口組分裂　激動の365日

社会福祉 毎日新聞取材班 ヤングケアラー　介護する子どもたち

《自然科学》

鳥類 日本野鳥の会 日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業

哺乳類 松田　純佳 クジラのおなかに入ったら

《技術・工学》

環境工学 光田　恵 トコトンやさしい消臭・脱臭の本

建築 吉田　剛市 現代建築保存活用見て歩き

発電 山﨑　耕造 トコトンやさしい環境発電の本

インターネット 相川　浩之 Zoomやさしい教科書

衣服・裁縫 高畠　海 おうちでできちゃう！カスタマイズお直し

手芸 西東社 世界のときめく毛糸の図鑑

ささき　みえこ はたらく車の刺しゅう

料理・食品 おとりよせネット ベストお取り寄せ大賞

印度カリー子 印度カリー子のスパイススープ

クキパパ いつもの料理を感動レベルでおいしくしたのは、たった１つのコツでした。

小泉　武夫 肝を喰う

重信　初江 発酵白菜レシピ　からだにおいしい魔法のつくりおき

土井 善晴、土井 光 お味噌知る。

《産業・商業》

蔬菜園芸 市川　啓一郎 タネ屋がこっそり教える　野菜づくりの極意

商業 西村　みゆき おうちでラクラク月５万円稼ぐ　超効率ポイ活＆メルカリ

陸運 ヤマトホールディングス ヤマトグループ１００年史

《芸術・美術》

美術館 川内　有緒 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく

色鉛筆 ここまる 超絶リアルな色鉛筆画のテクニック

折り紙 カミキィ カミキィの＜気持ちが伝わる＞贈り物おりがみ

大衆演芸 立川　談志 作家と家元（文庫）

室内娯楽 すごろくや 大人が楽しいトランプゲーム３０選

北村　良子/監修 子どもはできても大人はできない！？まちがいさがし

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

《文学》

小説 青山　文平 底惚れ

青山　美智子 赤と青のエスキース

赤川　次郎 泥棒は幻を見ない

朝霧　カフカ 文豪ストレイドッグス　BEAST（文庫）

　　〃 文豪ストレイドッグス　STORM BRINGER（文庫）

彩瀬　まる 新しい星

安東　能明 蚕の王

五十嵐　貴久 能面鬼

伊集院　静 ミチクサ先生（上・下）

一穂　ミチ パラソルでパラシュート

遠藤　周作 薔薇色の門　誘惑　遠藤周作初期中篇

小田　雅久仁 残月記

織守　きょうや 花束は毒

梶　よう子 吾妻おもかげ

河﨑　秋子 絞め殺しの樹

川村　元気 神曲

喜多　喜久 動機探偵　名村詩朗の洞察（文庫）

北村　薫 中野のお父さんの快刀乱麻

木村　花道 札幌トライアングル

久坂部　羊 R.I.P　安らかに眠れ

黒川　博行 熔果

近藤　史恵 おはようおかえり

最果　タヒ パパララレレルル

佐伯　泰英 新・酔いどれ小籐次(二十一)　雪見酒（文庫）

櫻井　とりお 虹いろ図書館のかいじゅうたち

澤村　伊智 怖ガラセ屋サン

津村　記久子 現代生活独習ノート

長野　まゆみ さくら、うるわし　左近の桜

西村　京太郎 十津川警部　特急リバティ会津111号のアリバイ

貫井　徳郎 邯鄲の島遙かなり（上・中・下）

羽田　圭介 滅私

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

小説 林　真理子 李王家の縁談

藤井　邦夫 福の神　大江戸閻魔帳(六)（文庫）

誉田　哲也 フェイクフィクション

町屋　良平 ほんのこども

松尾　スズキ 矢印

湊　かなえ 残照の頂　続・山女日記

森　真沙子 柳橋ものがたり ７　春告げ鳥（文庫）

エッセイ 東海林　さだお 干し芋の丸かじり

文月　悠光 臆病な詩人、街へ出る。

日記 田辺　聖子 田辺聖子　十八歳の日の記録

実録 中央公論新社 少女たちの戦争

外国文学 ポール・オースター オーギー・レンのクリスマス・ストーリー

トーマス・マン トニオ・クレーゲル　ヴェニスに死す（文庫）

オリヴィエ・トリュック 影のない四十日間（上・下）（文庫）

フランソワーズ・サガン 打ちのめされた心は

《雑誌》 ＮＨＫ出版 きょうの健康　2022年１月号

　　〃 きょうの料理　2022年１月号

　　〃 すてきにハンドメイド　2022年１月号

親子読書地域文庫全国連絡会 子どもと読書　202２年1・2月号　№45１

ＪＴＢパブリッシング ＪＴＢ時刻表　2022年１月号

集英社 ＬＥＥ　2022年１月号

出版文化産業振興財団 この本読んで！　2021年冬　第81号

主婦と生活社 コットンタイム　2022年１月号　№160

小学館 サライ　2022年１月号

太陽 クォリティ　2022年１月号

デーリィマン社 DAIRYMAN　2021年12月号

ブティック社 コットンフレンド　2021年冬号　vol.81

ぶらんとマガジン社 ＨＯ　2022年２月号　特集 札幌ひとり時間

　　〃 別冊HO　一冊まるごと北海道物産展　2021-2022

文藝春秋 文藝春秋　2022年１月号

北海道新聞野生生物基金 モーリー　北海道ネーチャーマガジン　2021年12月号

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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【 児 童 図 書 】

『おいものもーさん』

岡田 よしたか/作、ブロンズ新社

畑から出てきたおいものもーさんは、近くの家に住まわせてもら

うことに。本を読んでいると、家に入ってきたたこが「外に出て、

やきいもにでもなったらどうや」と言います。もーさんは、仕方な

くたこについていきますが…。

『セカイを科学せよ！』

安田 夏菜/著、講談社

ルーツが日米の蟲好き女子・葉奈。ルーツが日露のミハイル。葉奈

とミハイル、そして科学部の面々は、生物班の存続をかけ、学校に活

動の成果を示すことに…！？ミックスルーツの中学生が繰り広げるバ

イオロジカルコメディ。

『動物探偵ミア 歌って！アルパカ』

ダイアナ・キンプトン/作、武富 弘子/訳、花珠/絵、ポプラ社

島に新しくやってきた、アルパカの女の子カルロッタ。ところが、犬

のヒルトンがカルロッタにつばを吐かれてしまい！？ミアたちはカル

ロッタと友だちになれるかな？銀のネックレスをつけると動物と話せる、

少女ミアの物語。動物探偵ミアシリーズ第１１作目。

『おおきなかぜのよる』

阿部 結/作、ポプラ社

風が強く吹く夜。男の子の部屋にあったおもちゃたちが外へ飛び

出した。男の子は、おもちゃたちといっしょに風に乗って、森へ。

森に着くとみんなでかくれんぼをして…。風と遊ぶ男の子のお話。
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分　野 著　者 書　名

読書 北村 薫、有栖川 有栖 北村薫と有栖川有栖の名作ミステリーきっかけ大図鑑（全３巻）

情報 美馬　のゆり ＡＩ時代を生きる　未来をデザインする創造力と共感力

心理学 オナー・ヘッド
キッズなやみかいけつ子どもレジリエンス
いつもとちがうことがおきたら

　　〃
キッズなやみかいけつ子どもレジリエンス
とつぜんつらいことがおきたら

　　〃
キッズなやみかいけつ子どもレジリエンス
友だちづきあいってむずかしい

　　〃
キッズなやみかいけつ子どもレジリエンス
不安でおちつかないとき

法律 小島　洋祐 ほか/監修 小学生からのなんでも法律相談（全５巻）

社会 小池　康郎/監修 世界と日本のエネルギー問題（全５巻）

教育 矢玉　四郎 時計がわかる本

料理 寺西　恵里子 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング（全４巻）

自然科学 自然史学会連合/監修 理科好きな子に育つ　ふしぎのお話３６５

数学 日本数学教育学会 算数好きな子に育つ　たのしいお話３６５

スポーツ 日本体育学会/監修 スポーツが得意な子に育つ　たのしいお話３６５

日本語 日本国語教育学会 国語好きな子に育つ　たのしいお話３６５

英語 英語教育研究グループ 英語好きな子に育つ　たのしいお話３６５

《哲学・宗教》

心理学 古荘　純一 「自己肯定感」を高めて自分を大切にしよう

《歴史・地理》

伝記 十常　アキ/漫画 コミック版 世界の伝記　ジェンナー

鳴海　風 エレキテルの謎を解け　電気を発見した技術者　平賀源内

《社会科学》

社会学 コイケ　ジュンコ 親を頼らないで生きるヒント

《自然科学》

自然科学 TERUKO まるで魔法のような本当の話

初田 哲男、柴藤 亮介 数理の窓から世界を読みとく

医学 奥　真也 未来の医療で働くあなたへ

《産業・商業》

森林保護 太田　京子 クマが出た！助けてベアドッグ　クマ対策犬のすごい能力

《芸術・美術・スポーツ》

スポーツ 村上　晃一 ノーサイド　勝敗の先にあるもの

★　「古本市の会」寄贈図書　★

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

《文学》

日本のよみもの PHP研究所 ラストで君は「まさか！」と言う　嫌われものの真実

相川 真、夜野 せせり チームEYE-S×渚くん　七つ星遊園地のゆずと千歌

麻井　深雪 霧島くんは普通じゃない　ヴァンパイアのアブナイ恋のほれ薬！？

朝里　樹 放課後ゆ～れい部の事件ファイル　ゆ～れい部大ピンチ！人をとじこめる呪いの本

いしかわ　えみ/原作 絶叫学園　コンプレックスの奴隷編

市宮　早記 ようこそ！たんぽぽ書店へ ②　届いた手紙

いとう　ひろし かせいじんのおねがい

いとう　みく ぼくんちのねこのはなし

　　〃 レッツ キャンプ

今井　恭子 キダマッチ先生！ ⑥　先生ヘソを曲げる

大久保　雨咲 からっぽになったキャンディのはこのおはなし

おおやなぎ　ちか 家守神 ①　妖しいやつらがひそむ家

かんの　ゆうこ りりかさんのぬいぐるみ診療所　空色のルリエル

草野　あきこ 魔女みならいのキク

熊谷　千世子 風の神送れよ

ぐるーぷ・アンモナイツ ほねほねザウルス　ティラノ・ベビー、うちゅうにいく！？

こまつ　あやこ ポーチとノート

斉藤　洋 だいとかいのおばけずかん　ゴーストタワー

さかまき　ゆか たんてい　くまたろう

しめの　ゆき せっしゃ、なべぶぎょうでござる！

白井　ごはん 天宮家の王子さま　メイドのわたしが初デート！？

富安　陽子 博物館の少女　怪異研究事始め

なかがわ　ちひろ すてきなひとりぼっち

那須　正幹 めいたんていサムくんとなぞの地図

南房　秀久 ナゾトキ時間旅行！古代エジプトへタイム・スリープ

にかいどう　青 撮影中につきおしずかに！ ②　仲直りに効く魔法

虹山　つるみ おやすみ　こりす

原　ゆたか かいけつゾロリ　きょうふのダンジョン

針　とら 絶望鬼ごっこ　罠だらけの地獄樹海

ひこ・田中 モールランド・ストーリー Ⅰ　メランコリー・サガ

　　〃 モールランド・ストーリー Ⅱ　ロックなハート

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）
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分　野 著　者 書　名

日本のよみもの 藤田　千津 はやとちりからはじった

別司　芳子 しりとり電車のハヤイチくん

宮下　恵茉 ひみつの魔女フレンズ ３　遊園地で魔法のやくそく☆

みゆ 海色ダイアリー　五つ子アイドルと謎の美少女

安田　夏菜 セカイを科学せよ！

外国のよみもの Ｊ・Ｋ・ローリング クリスマス・ピッグ

サラ・クロッサン タフィー

ジョーン・バウアー ルーミーとオリーブの特別な10か月

ダイアナ・キンプトン 動物探偵 11　歌って！アルパカ

日本の絵本 esk クロちゃんのおとなけいかく

阿部　結 おおきなかぜのよる

アヤ井　アキコ くまがうえにのぼったら

石川　基子 ほしじいたけ ほしばあたけ　おにたいじはいちだいじ？

石津　ちひろ/文
荒井　良二/絵

なぞなぞのたび

伊藤　アキラ/詞
中川　貴雄/絵

はたらくくるま

今泉　忠明/監修 とらのじまんは…

いりやま　さとし ポケットねこ

内堀　タケシ フクシマ　2011年３月11日から変わったくらし

岡田　よしたか おいものもーさん

奥田　実紀/文
穂積　和夫/絵

すてきなタータンチェック

おの　けいこ/作
星野　イクミ/絵

トミーのぼうけん　たのしくチャレンジ！キッズヨガ

蟹江　杏 ハナはへびがすき

香山　美子/詩
石倉　ヒロユキ/絵

コンコンクシャンのうた

企画室トリトン なぜなぜクイズずかん　１月

きくち　ちき ともだちのいろ

木坂　涼/文
いりやま　さとし/絵

クリスマスべんとう

くまくら　珠美 そらのきっさてん

　　〃 ほしのこんぺいとうハンター

こすぎ　さなえ/作
立本　倫子/絵

しりとりのくにのおうさま

小西　英子 ピッキのクリスマス

最勝寺　朋子 しらすどん
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分　野 著　者 書　名

さいとう　しのぶ る

四戸　俊成 アニメ絵本　神在月のこども

スタジオ・ノーヴァ いないいないばあっ！よみきかせ絵本

すとう　あさえ/文
おくはら　ゆめ/絵

じゅうにしどこへいくの？　はじめての行事えほん（十二支）

すとう　あさえ/文
山田　花菜/絵

おしょうがつパーティー　めでたいめでたい

せな　けいこ うさぎちゃんつきへいく

多田　ヒロシ ぶうとぴょんのまほうのつえ

谷川　俊太郎/文
あだち　のりふみ/絵

どーも

豊福　まきこ こりすのクリスマス

中村　美遥 かぞえるえほん　おやすみわんちゃん

ななもり　さちこ/作
大島　妙子/絵

しっぽや

野中　柊/作
木原　未沙紀/絵

おつきさまのスープ

はっとり　さちえ よるはおやすみ

林　木林/文
岡田　千晶/絵

あかいてぶくろ

はらぺこめがね はらぺこサンタのクリスマス

彦坂　有紀
もりと　いずみ

おもち

　　〃 のりものクッキー

ひらぎ　みつえ おいしい！クリスマス

福知　伸夫 おきておきて

牧野　伊三夫 十円玉の話

増田　純子 めだまやき

マスダ　フミコ ねこおばさんニンジャ

間瀬　なおかた ふうわり ふうせん どこへいった？

松田　奈那子 ゆきのようせい

丸山　誠司 おならおうこく

　　〃 ひめさま！ぞうはすごくおおきいでござる

宮西　達也 いっぱいさんせーい！

　　〃 おかあさんごめんなさい

室井　さと子 おこめをつくる　のうふののふさん

森　環 がまおじさんのやま

やなせ　たかし しょくぱんまんとキャベツマン
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分　野 著　者 書　名

日本の絵本
山口　理々子/文
土屋　富士夫/絵

しりとりえほん　らいおんレストラン

よこみち　けいこ まんじゅうやのてるこさん

ラニ・ヤマモト さむがりやのスティーナ

わたなべ　あや おしえてくやさーい

わたり　むつこ/作
出久根　育/絵

こうさぎとおちばおくりのうた

外国の絵本 B.G.ヘネシー/作 コールテンくんのクリスマス

アイリーン・レイサム
ほか

アレッポのキャットマン

ウォルター・ウィック チャレンジミッケ！ 11　へんてこりんなおみせ

エズラ・ジャック・
キーツ

きょうものはらで

カーメン・アグラ・
ディーディ/文

黄色い星　ユダヤ人を守った国王とデンマークの人たちの物語

クリス・ネイラー・バ
レステロス

ひとりぼっちのもみの木

シルヴィ・ミスラン/文 もみのきむらのクリスマス

セシリア・ヘイッキラ フランソンのさむい冬の日

ゾシエンカ つきのばんにん

ダン・リチャーズ/文 むかしむかしあるところに子ヤギが

ティエリー・デデュー クリスマスに　オオカミは

　　〃 雪ダルマ　サンタクロースをさがして

ニコラ・キルン オリーとクリスマスのまほう

バールブロー・リンド
グレン/文

ちいさなおじさんとおおきな犬

ハン・ユシュン しろくまサンタのクリスマス

ビル・サラマン/文 パイロットマイルズ

ベンジー・デイヴィス くまくまくんときょうりゅうランド

ベンジー・デイヴィス くまくまくんはピザやさん

マイク・ボルト ファーガスどーこだ？

マイケル・モーパーゴ/作 ありがとうのうたをうたえば

マウリ・クンナス サンタクロースの冬やすみ

マット・デ・ラ・ペー
ニャ/作

マイロのスケッチブック

ルース・エインズワー
ス/作

こねこのウィンクルとクリスマスツリー

大型絵本 五味　太郎 まどから　おくりもの

紙芝居
津田　真一/脚本
和歌山　静子/絵

ねこのでしになったとら

やすい　すえこ/脚本
土田　義晴/絵

みんなでげんき　ななくさがゆ
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