
≪新刊案内　５月号≫

※　読みたい本がございましたら、お知らせください。

毎月、皆さんのおすすめ本を紹介しています。今回は、谷和美さんにご執筆
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、読みたい方はご
連絡ください。

（４月受入分）

令和４年

「ロスねこ日記」（北大路 公子／著、小学館）

関西では「益田ミリ」さん、北海道では「北大

路公子」さんが大好きで、今回は図書館に蔵書が

たくさんある北大路さんの一冊をお勧めさせてい

ただきます。

「…ネットの世界は二つに分かれていた。猫を

持つ者と持たざる者である。持つ者は、日々その

手にある猫を自慢した。ＳＮＳには持つ者のアッ

プした猫画像が溢れ、持たざる者はただそれを眺

めた。完全なる猫格差社会がそこにはあった。…」

タイトルだけ見ると、愛猫の斉藤くんを亡くして１５年近くの著者の

「ペットロス日記」かと思いきや、愛猫になぞらえ、妄想を繰り広げな

がら綴られる「栽培日記」で、牛乳など飲みながら読んでしまったな

ら、噴き出してしまうこと間違いなし！！抱腹絶倒の日々のエッセイ。

編集者から送られてきた「椎茸栽培セット」を皮切りに、キミコ節が

炸裂！！編集者とのやりとりにも笑える。植物たちを脳内変換し育て上

げ食すことができるのか？「けめたけ」「きせのさこ」、はたしてアイ

ドルユニット「キタシンス」の行く末は……読んでみてのお楽しみ。

そして、冬の北海道除雪について語らせたら右に出る者はいない！！

（あくまでも個人の感想です…）年老いた両親のお世話に、自身の五十

肩、悲壮感なく面白おかしく綴られ、最後は溢れる猫愛にうるっとくる

感動まで味わえる盛りだくさんの一冊です。

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）

【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
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分　野 著　者 書　名

　◆　農業、酪農関係　◆

酪農 木村　純子 ほか 持続可能な酪農　―ＳＤＧｓへの貢献－

　◆　ビジネス関係　◆

労働 三上　美絵 土木技術者になるには

信濃毎日新聞社/編 五色のメビウス―「外国人」とともにはたらき　ともにいきる

商業経営．商店 吉川　徹 コールセンターもしもし日記

　◆　教育関係　◆

教育 養老　孟司 子どもが心配　人として大事な三つの力

実務家教員ＣＥＯプロジェクト 実務家教員という生き方

　◆　医療、健康関係　◆

医療、健康 久坂部　羊 人はどう死ぬのか

土田　隆/監修 図解 体脂肪の話　眠れなくなるほど面白い

本田　まりこ/監修 名医が答える！帯状疱疹　治療大全

佐々木　嵩 初めて聞く　北海道における糖尿病の歴史

小林　弘幸 気がついたら自律神経が整う「期待しない」健康法

岡田　晴恵 秘闘　私の「コロナ戦争」全記録

小林　弘幸 結局、自律神経がすべて解決してくれる

野坂　和則/監修 ゆ～っくり座って健康に！60歳からはじめるエキセントリック体操

溝渕　博紀 産前の体に戻る！　産後骨盤ストレッチ

　◆　まちづくり・地方自治関係　◆

地方自治 石川　公一 自治体職員　心得箇条

地方財政 定野　司 図解よくわかる　自治体予算のしくみ〈改訂版〉

　◆　読書・図書関係　◆

図書館 日本図書館協会 「図書館年鑑」2019・2020　「図書館関係雑誌記事索引」集成

　◆　鉄道関係　◆

鉄道 小島　好己 鉄道好きのための法律入門

　◆　アイヌ民族関係　◆

アイヌ民族 アイヌ民族文化財団 アイヌ生活文化再現マニュアル　川の魚の料理　平取地方

　　〃 アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告　第21号

北海道博物館 北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要　第7号

山崎　幸治 もっと知りたい　アイヌの美術

　◆　郷土・地域資料、北海道関係　◆

博物館 北海道博物館／編 北海道博物館研究紀要　第7号　2022

標茶町 標茶町 地域おこし協力隊活動日誌（広報しべちゃ2017年9月号から）　

　　〃 令和4年度　標茶町簡易水道水質検査計画

　　〃 令和4年度　標茶町上水道水質検査計画

標茶町防災会議 標茶町地域防災計画

郷土資料 貞國　利夫/編著 湿原の忍者　SHINOBI BIRD　こっそり暮らすクイナたち

（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（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）
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分　野 著　者 書　名

郷土資料 釧路国際ウェットランドセンター 釧路国際ウェットランドセンター　技術委員会調査研究報告書

北海道総務部 受賞に輝く人々　令和三年　北海道功労賞

地理・紀行 るるぶ情報版 ドライブ北海道ベストコース'23

　　〃 札幌　小樽　富良野　旭山動物園'23

　　〃 十勝　帯広　ガーデン街道

　　〃 知床　阿寒　釧路湿原　網走

鳥類 中村　眞樹子 なんでそうなの　札幌のカラス

植物学 城坂　結実 美幌みどりの村森林公園　草花ハンドブック

食品、料理 北海道開発協会 ほっかいどう学　北海道の日本酒

小泉　武夫 北海道を味わう

団体 北海道立帯広美術館 北海道立帯広美術館年報　令和元年-2年度

北海道立釧路芸術館 北海道立釧路芸術館　事業記録　2013-2017

写真集 山本　純一 カムイの生命　鼓動する野生

文学 日本児童文学学会北海道支部 北海道の児童文学・文化史

北海道新聞社 北の文学　2021　

田湯　岬/編 北海道俳句年鑑　第63集　2022年版

《哲学・宗教》

心理学 同志社大学心理学部/編 ようこそ、心理学部へ

人生訓 下重　暁子 孤独を抱きしめて　下重暁子の言葉

湯川　久子 ほどよく距離を置きなさい

服部　みれい わたしの中の自然に目覚めて生きるのです　増補版（文庫）

神祇・神道史 後藤　泰弘 図解　身近にあふれる「神社と神様」が３時間でわかる本

《歴史・地理》

日本史 関　裕二 「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける（文庫）

吉田裕/監修 東京大空襲・戦災資料センター図録　いのちと平和のバトンを

建部　奈津子 シベリア抑留記　「黒パンと交換した腕時計」

天野 真志、後藤 真/編 地域歴史文化継承ガイドブック　付・全国資料ネット総覧

個人伝記 海堂　尊 北里柴三郎　よみがえる天才 7

地理・紀行 清水　浩史 日本の絶景無人島　楽園図鑑

角幡　唯介 狩りと漂泊　裸の大地 第一部

《社会科学》

議会 中国新聞取材班 ばらまき　河井夫妻大規模買収事件　全記録

国際問題 マリン・カツサ コールダー・ウォー　ドル覇権を崩壊させるプーチンの資源戦争

刑法 佐藤　大介 ルポ 死刑　法務省がひた隠す極刑のリアル

社会学 斎藤 環、佐藤 優 なぜ人に会うのはつらいのか

社会病理 鈴木　智彦 サカナとヤクザ　暴力団の巨大資金源「密漁ビジネス」を追う（文庫）

廣瀬　祐志/編 日本昭和トンデモ事件大全

風俗、民俗 今野　圓輔 柳田國男先生随行記
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分　野 著　者 書　名

《自然科学》

地球科学 山賀　進 なぜ地球は人間が住める星になったのか？

《技術・工学》

技術 けんたろう 模型作りが楽しくなる工具＆マテリアルガイド

建築学 隈　研吾 新・建築入門　思想と歴史（文庫）

自動車工学 沢村　秋岳/監修 脱ペーパードライバー　やっぱり運転できるようになりたい！

パソコン 森　巧尚 Python３年生　機械学習のしくみ

家政学 瀬尾　香織／編 60歳すぎたらやめて幸せになれる100のこと

手芸 PieniSieni ピエニシエニのフェルトと刺しゅうで飾るアクセサリーとバッグ

料理 下田　敏子 新版　ぬか床づくり

服部　みれい 好きに食べたい

《産業・商業》

ペット ハンナ・ショー 保護猫の育て方

養蜂 岩波　金太郎 自然巣枠でラクラク　はじめての自然養蜂

観光 生田　誠 図説　なつかしの遊園地・動物園

《芸術・美術》

文化財 古田　陽久 ユネスコ遺産ガイド　世界編　総合版

日本画 樋口　一貴 もっと知りたい　丸山応挙　生涯と作品　改訂版

撮影 キッチンミノル キッチンミノルの写真教室

木竹工芸 朝野　由美子 エコクラフトで作る　レーシー編みのかごバッグと雑貨

ブティック社 紙バンドで作る　「結び編み」大集合　かごバッグと雑貨

山口　真 １年中楽しめる　暮らしの折り紙

　　〃 高雅な折り紙

　　〃 写真でわかる！決定版３～５才のおりがみ

アウトドア 田村　浩 自転車キャンプ大全　自転車×キャンプは最高に楽しい！

《言語》

文章 礒崎　陽輔 分かりやすい公用文の書き方　第2次改訂版

韓国語 石田　美智代 ゼロからレッスン　韓国語超入門ブック

《文学》

日本文学 佐藤　晃子 源氏物語解剖図鑑

詩歌 夏井　いつき 夏井いつき、俳句を旅する

和合　亮一 未来タル　詩の礫　十年記

戯曲 遠藤　周作 善人たち

小説 赤川　次郎 花嫁、街道を行く

阿川　大樹 終電の神様（文庫）

秋川　滝美 居酒屋ぼったくり　おかわり！２

赤松　利市 エレジー

朝井　まかて ほか わかれ　朝日文庫時代小説アンソロジー（文庫）
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分　野 著　者 書　名

あさの　あつこ 彼女が知らない隣人たち

　　〃 明日へつながる５つの物語

石田　衣良 心心　東京の星、上海の月

五十嵐　貴久 コンクールシェフ！

今村　翔吾 幸村を討て

岩木　一麻 テウトの創薬

上田　岳弘 引力の欠落

上橋　菜穂子 香君 上　西から来た少女

　　〃 香君 下　遙かな道

宇佐美　まこと ほか 魍魎回廊　ホラー・ミステリーアンソロジー（文庫）

歌田　年 紙鑑定士の事件ファイル　偽りの刃の断罪

江波戸　哲夫 集団左遷（文庫）

逢坂　冬馬 同志少女よ、敵を撃て

岡崎　琢磨 珈琲店タレーランの事件簿　7（文庫）

織守　きょうや 夏に祈りを　ただし、無音に限り

織守　きょうや ほか ほろよい読書（文庫）

垣谷　美雨 リセット（文庫）

金子　成人 ごんげん長屋つれづれ帖(三)　望郷の譜（文庫）

　　〃 ごんげん長屋つれづれ帖(四)　迎え提灯（文庫）

神津　凛子 スイート・マイホーム（文庫）

　　〃 ママ（文庫）

神永　学 浮雲心霊奇譚　血縁の理（文庫）

河﨑　秋子 絞め殺しの樹

小杉　健治 母子草の記憶

小前　亮 始皇帝の永遠（文庫）

澤田　瞳子 漆花ひとつ

澤田　瞳子 ほか 夫婦商売　時代小説アンソロジー（文庫）

塩田　武士 朱色の化身

島田　雅彦 パンとサーカス

島本　理生 ほか はじめての

鈴木　英治 口入屋用心棒　身代金の計（文庫）

瀬尾　まいこ 夏の体温

高瀬　隼子 おいしいごはんが食べられますように

高田　崇史 ＱＥＤ　神鹿の棺

瀧羽　麻子 博士の長靴

武田　泰淳 ひかりごけ（文庫）

田中　芳樹 白銀騎士団

（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 千野　隆司 花街の仇討ち　おれは一万石20（文庫）

辻村　深月 ほか 神様の罠（文庫）

辻堂　魁 夜叉萬同心　冬かげろう（文庫）

　　〃 夜叉萬同心　冥途の別れ橋（文庫）

　　〃 夜叉萬同心　親子坂（文庫）

　　〃 夜叉萬同心　藍より出でて（文庫）

　　〃 夜叉萬同心　もどり途（文庫）

　　〃 夜叉萬同心　本所の女（文庫）

　　〃 夜叉萬同心　風雪挽歌（文庫）

寺地　はるな ビオレタ（文庫）

天童　荒太 包帯クラブ　ルック・アット・ミー！

堂場　瞬一 骨を追え　ラストライン ４（文庫）

　　〃 悪の包囲　ラストライン ５（文庫）

鳥羽　亮 八丁堀「鬼彦組」激闘篇　竜虎攻防（文庫）

長野　まゆみ その花の名を知らず　左近の桜

なかみや　梁 ジョン万次郎　琉球上陸物語

中山　七里 人面島

西澤　保彦 パラレル・フィクショナル

馳　星周 月の王

畠山　健二 　 本所おけら長屋(十八)（文庫）

花村　萬月 ハイドロサルファイト・コンク

葉真中　顕 ロング・アフタヌーン

林　真理子 奇跡

早見　和真 八月の母

古内　一絵 山亭ミアキス

古川　日出男 曼陀羅華Ⅹ

松浦　寿輝 無月の譜

真梨　幸子 シェア

三崎　亜記 博多さっぱそうらん記

宮尾　登美子 朱夏（文庫）

宮部　みゆき ほか 味比べ　時代小説アンソロジー（文庫）

諸田　玲子 きりきり舞いのさようなら

森　達也 千代田区一番一号のラビリンス

村山　早紀 風の港

薬丸　岳 刑事弁護人

椰月　美智子 ミラーワールド

山本　幸久 花屋さんが言うことには

柚月　裕子 検事の信義（文庫）
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分　野 著　者 書　名

エッセイ 伊集院　静 もう一度、歩きだすために　大人の流儀 11

五木　寛之 折れない言葉

伊藤　比呂美 人生おろおろ　比呂美の万事ＯＫ（文庫）

恩田　陸 月曜日は水玉の犬

酒井　順子 うまれることば、しぬことば

瀬戸内　寂聴 遺す言葉　「寂庵だより」2017-2008年より

曽野　綾子 人生の決算書

高橋　秀実 道徳教室　いい人じゃなきゃダメですか

服部　みれい みの日記

林　真理子 カムカムマリコ

南木　佳士 猫に教わる

ヤマザキ　マリ ムスコ物語

吉沢　久子 人は生きていく上で何が大切か

森村　誠一 老いの正体　認知症と友だち

外国文学 李　娟 アルタイの片隅で

クォン・ラビン 家にいるのに家に帰りたい

アン・タイラー この道の先に、いつもの赤毛

ピーター・スワンソン アリスが語らないことは（文庫）

マット・ヘイグ ミッドナイト・ライブラリー

《雑誌》 ＮＨＫ出版 ＮＨＫ１００分de名著　2022年５月号　アリストテレス「ニコマコス倫理学」

　　〃 ＮＨＫ１００分de名著　2022年4月号　ハイデガー「存在と時間」

　　〃 ＮＨＫ１００分de名著　2022年3月号　エドガー・アラン・ポー　スペシャル

　　〃 きょうの健康　2022年５月号

　　〃 きょうの料理　2022年５月号

　　〃 すてきにハンドメイド　2022年５月号

ＪＴＢパブリッシング ＪＴＢ時刻表　2022年５月号

集英社 ＬＥＥ　2022年5月号

主婦と生活社 コットンタイム　2022年5月号　№162

小学館 サライ　2022年5月号

太陽 クォリティ　2022年5月号

デーリィマン社 DAIRYMAN　2022年4月号

ドット道東／編 自然の郷ものがたり ２　阿寒摩周国立公園の暮らし

ナチュラリー ｆａｕｒａ　№64 2022　北海道ネイチャー選集

ぶらんとマガジン社 ＨＯ　2022年６月号　vol.175　特集 函館ラビリンス+森・七飯・北斗・上ノ国

文藝春秋 文藝春秋　2022年5月号
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【 児 童 図 書 】

『いちと いちで てあそびうたえほん』

もぎ あきこ/文、森 あさ子/絵、世界文化ブックス

いちといちで、もにょもにょ、だれかな？あおむしさん！アメリ

カ民謡「10人のインディアン」のメロディーにのせて楽しむかぞ

え歌「いちといちで」の絵本。楽譜と、手あそびのあそびかたも掲

載しています。

『カンフー＆チキン』

小嶋 陽太郎/著、ポプラ社

名門私立高校に入るために塾に通う竹人は、塾の帰り道、街にのさ

ばる不良チームに襲われ、サイフをとられてしまう。そこへ現れた、

怪しい気功術を使う変わり者のクラスメイト・クラゲに助けられ…。

『しばいぬチャイロのおはなし まよなかのサイクリング』

たるいし まこ/作、あかね書房

チャイロはたっくんちの飼い犬。たっくんの自転車を見て「ぼく

も乗ってみたいなあ」と思っています。ある夜、チャイロはこっそ

り自転車に乗って…！？飼い主の知らないところで柴犬のチャイロ

たちが大冒険する楽しいお話。

『おなまえ おしえて』

新井 洋行/作、偕成社

パンダに「おなまえ、おしえてくーださい」と聞かれた動物たち。

「犬です。わんわんって、なきます」「きりんです。首が長いで

す」と、元気に答え…。なまえをいうのが楽しくなる絵本。
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分　野 著　者 書　名

《哲学・宗教》

心理学 ミラクルパワー研究会／監修 ラッキー！はじめてのおまじないアイテムＢＯＯＫ

《歴史・地理》

歴史 ワークマンパブリッシング アメリカの中学生が学んでいる　１４歳からの世界史

地理 松田　博康/監修 日本地理データ年鑑2022

《社会科学》

経済 ＲＩＣＣＡ お金のひみつ【新版】　学研まんがでよくわかる

教育 マンガデザイナーズラボ ＡＬＴ（外国語指導助手）のひみつ　学研まんがでよくわかる

《自然科学》

自然科学 子供の科学編集部 自然の一生図鑑

柳田　理科雄 ジュニア空想科学読本 23

　　〃 ジュニア空想科学読本 24

宇宙 本間　希樹/監修 ブラックホールと宇宙の謎　調べる学習百科

佐藤　勝彦/監修 宇宙の終わりってどうなるの？　子供の科学ミライサイエンス

地球 鎌田　浩毅/監修 日本の大地　つくりと変化 １　日本の大地のかたち

　　〃 日本の大地　つくりと変化 ２　地層の変化と化石

《技術・工学》

機械 おぎの　ひとし ボイラーのひみつ　学研まんがでよくわかる

《産業・商業》

鉄道 ゴムドリＣＯ． 地下鉄のサバイバル　2

《文学》

詩画集 せな　けいこ せなけいこ詩画集　小さな世界

詩歌 工藤　直子 版画のはらうたⅤ

文学 佐藤　和哉 〈読む〉という冒険

日本のよみもの 秋木　真 怪盗レッド 20　パートナーからのSOS☆の巻

　　〃 少年探偵響 ①　銀行強盗にたちむかえ！の巻

あさだ　りん まっしょうめん！　木刀の重み

天川　栄人 毒舌執事とシンデレラ 3

池田　あきこ ダヤン、クラヤミの国へ

（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

日本のよみもの 天野　頌子 よろず占い処　陰陽屋桜舞う

　　〃 よろず占い処　陰陽屋と琥珀の瞳

　　〃 よろず占い処　陰陽屋百ものがたり

いしかわ　えみ 絶叫学級　ウワサ話の黒幕編

石崎　洋司 ６年１組黒魔女さんが通る！！16　黒魔女さんのチョコレート戦争

伊藤　クミコ 兄が３人できまして 7　王子様のなんでも屋

いとう　みく １ねん１くみの女王さま　おたのしみ会で大さわぎ

伊予原　新 オオルリ流星群

一ノ瀬　三葉 時間割男子 6　新男子登場、英語くん!?

　　〃 時間割男子 8　答えさがしのハワイ旅行

魚住　直子 てんからどどん　わたしがあの子になっちゃった!?

内田　麟太郎 大どろぼう　ジャム・パン　ゆうかいされたおじいさん

おおぎやなぎ　ちか 家守神 2　呪いの蝶がねむる蔵

大空　なつき 世界一クラブ　世界一の大運動会！

かさい　まり こぐまのクークものがたり　ともだちと森のレストラン

角野　栄子 おばけのアッチ　あかちゃんはドドン！

如月　かずさ ほか 君色パレット　ＳＮＳで繋がるあの人

北川　佳奈 クーちゃんとぎんがみちゃん　ふたりの春夏秋冬

くすのき　しげのり ぼくらは少年鑑定団！　大発見！謎の縄文土器

黒　史郎 ほか 脱出クラブ

神戸　遥真 藤白くんのヘビーな恋　告白されてもこまります！

こうまる　みづほ おてがみほしいぞ

ココロ　直 ほか スイッチ　もしも今日、あの子と入れ替わったら

小嶋　陽太郎 カンフー＆チキン

このはな　さくら 海斗くんと、この家で。①　初恋はひとつ屋根の下

櫻　いいよ 世界は「」で沈んでいく

櫻井　とりお 図書室の奥はあやしい相談室

宗田　理 悪ガキ７　いたずらtwinsのイス取りゲーム

高瀬　美恵 星のカービィ　スターライト・シアターへようこそ！の巻

（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

高田　由紀子 ほか 君色パレット　いつも側にいるあの人

高楼　方子 コロキ　パラン　春を待つ公園で

たかどの　ほうこ 白いのはらのこどもたち

髙森　美由紀 森のクリーニング店シラギクさん　友だちになった日

たるいし　まこ まよなかのサイクリング　しばいぬチャイロのおはなし・１

つくも　ようこ イケバナ男子！　これって「運命の出会い」!?

辻　みゆき １２歳。　てんこうせい

津田　トミヤ きみとの約束

床丸　迷人 しゅご☆れい探偵 1　ふたりで、ふしぎな事件を解決します！

鳥野　美知子 ほか いつも元気で自分の世界を持っている女の子

中島　信子 あしたへの翼　おばあちゃんを介護したわたしの春

七海　まち サキヨミ！5　新たな出会いはキケンな予感!?

南田　幹太 ママがブタになった日

はやみね　かおる 都会のトム＆ソーヤー 19

ひこ・田中 レッツもよみます

廣嶋　玲子 ふしぎな図書館と魔王グライモン　ストーリーマスターズ １

　　〃 増補新版　はんぴらり！⑤　満月の夜はミステリー

深海　ゆずは こちらパーティー編集部っ！16　

吹井　乃菜 あおいのヒミツ！2　大変身でキセキを起こせ！

藤岡　陽子 空にピース

藤本　ひとみ/原作 探偵チームＫＺ事件ノート　地獄の金星ボスママは知っている

みずの　まい クリエイティ部！＃３　相方に片想い!?全力お笑いラブバトル！

緑川　聖司 七不思議神社　幽霊の待つ学校

宮下　恵茉 好きって言って！3　すれちがうふたり

宮部　みゆき ほか 涙と笑いのミステリー

もり　なつこ びわ色のドッジボール

山白　朝子 ほか 異界のミステリー　絶対名作！十代のためのベスト・ショート・ミステリー

安井　寿磨子 ほじょりん工場のすまこちゃん

山口　タオ 願いがかなう自動はんばいき　算数すきすきメガネ
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分　野 著　者 書　名

日本のよみもの 横沢　彰 卒業！卓球部

吉田　はるゆき/原作 はたらく細菌　1

外国のよみもの アンシア・シモンズ ライトニング・メアリ　竜を発掘した少女

アンソニー・マゴーワン 荒野にヒバリをさがして

エミリー・ロッダ 彼の名はウォルター

キャサリン・ブルートン シリアからきたバレリーナ

ジャック・メギット・
フィリップス

ベサニーと屋根裏の秘密 2　ベサニーと逆襲のビースト

ラッセル・ホーバン けんかのたね

イブ・スパング・オルセン くまのピエール

日本の絵本 KORIRI ねこのラーメンやさん

あいはら　ひろゆき/文
宮野　聡子/絵 パッピプッペポーのパンケーキ

青山　友美 はるいちばん

新井　洋行 おなまえ　おしえて

　　〃 おばけのハロウィン

　　〃 スプーンとフライパン

　　〃 ほっぺにちゅ！

アン　マサコ どすこいすしずもう　イクラまるのひみつ

いのうえ　ちひろ とけいばとのポポのおんがくかい

井上　よう子/作
相野谷　由起/絵

かくれんぼべんとう

今泉　忠明／監修 きりんは「ながい」･･･だけじゃない。

いわた　慎二郎 ロケット発射台の一日

おーなり由子 ことばのかたち

おおの　こうへい ショートケーキになにのせる？

おくだ　あきこ ちょうちょのおうちはどこですか？

かとう　ようい こいのぼりのひーくん

唐沢　重孝/監修
久保　修一/写真

みつけたよ！だんどむし

神沢　利子/文
真島　節子/絵

りぼん　ちょうだい

くろだ　かおる/作
せな　けいこ/絵

はやおきおばけ

　　〃 おまつりおばけ
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分　野 著　者 書　名

日本の絵本
ケロポンズ ほか/作
長野　ヒデ子／絵

ブルタちゃんのコロッケ　グー！

ケロポンズ/文
原　あいみ/絵

おにのこにこちゃん　ぶるんぶるんバスでいくんだもん！

こまつ　のぶひさ/文
はた　こうしろう/絵

まいごのモリーとわにのかばん

齋藤　槙 おしりじまん

さとう　わきこ のいちごつみ

柴田　ケイコ ぱなしくん

志村　まゆみ コロッケころくまくん　こんがりおいしくなれるかなの巻

白土　あつこ おともだちべんとう

鈴木　のりたけ 大ピンチずかん

須田　研司/監修 あげはちょう　じっとみてみたら…

スタジオ・ポーキュパイン なぜなぜはっけん！クイズ絵本　４月

　　〃 なぜなぜはっけん！クイズ絵本　５月

スマ/作
いいもり　みほ/絵

こちょこちょねこちゃん

たかい　よしかず ようかいむらのふしぎとしょかん

たなか　ひかる ねこいる！

谷川　俊太郎/作
合田　里美/絵

ぼく　闇は光の母(３)

チョーヒカル やっぱり　じゃない！

筒井　頼子/作
林　明子/絵

いもうとのにゅういん

なかの　ひろみ／文
福田　豊文／写真

もぐもぐ　どうぶつえん

なかばやし　みく おうさまのメロンはどこへいった？

中脇　初枝/再話
あずみ虫/絵

わたしがテピンギー　女の子の昔話えほん ハイチのおはなし

中脇　初枝/再話
伊野　孝行/絵

ちからもちのおかね　女の子の昔話えほん 日本のおはなし

夏目　義一 おとがあふれてオムライス

日本作文の会 友だちになれるあめ　詩集絵本　みつけたよ！じぶんのきもち

のし　さやか あつまれ！わくわくパンまつり

はらしま　まみ とうもろこしぬぐぞう

広瀬　克也 妖怪横丁大運動会

平田　昌広/作
平田　景/絵

ぱんつくったよ。

　　〃 ぱんつくったよ。２
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分　野 著　者 書　名

日本の絵本 ふじもと　のりこ いっこでもにくまん

ブレイディみかこ/作
中田　いくみ/絵

スープとあめだま　闇は光の母(５)

真木　文絵/文
石倉　ヒロユキ/絵

みーちゃん　みつけた

宮野　聡子 まんまる　まあるい

村田　エミコ こどものとも0.1.2.　ぽん！　2022.5

もぎ　あきこ/文
森　あさ子/絵

いちといちで

八ツ目　青児/作画 悠久の大河　松浦武四郎が見た天塩川

山田　亜友美 フェーマスしんぶん　きいろいゆきじけん

山本　祐司 ラーメンのおうさま

横浜市消防局/監修 かっこいいな　しょうぼうし

わかな　ひとし キッチンたんけんたい　くだものちゃんをすくえ！

馬場　祥弘/訳詞
いりやま　さとし/絵

もりのくまさん

外国の絵本 アンニョン・タル にんじんようちえん

イザベル・シムレール たびするてんとうむし

エミリー・サットン なかよしの犬はどこ？

カーター・グッドリッチ サボテンにハグなんてしない

クレア・アレクサンダー ぷるるのちょこっとちがう

　　〃 ぷるるのちょこっとゆうき

サイモン・タイラー 出動せよ！世界の緊急車両図鑑

サラ・オレアリー/作 わたしのかぞく　みんなのかぞく

シャーロット・ギラン/文 ゾウは何を聞いてきたの？

ジョリ・ジョン/作 キリンのなやみごと

　　〃 ペンギンのこまりごと

デイジー・バード/作 だれのうんち？

ペトル・ホラチェック こぐまのともだちはどこ？

マリア・エウヘニア・
マンリケ／文

人とくらしたワニ　カイマンのクロ

紙芝居 内田　麟太郎 ともだちおっとっと

長野　ヒデ子 おせんべやけた！
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