
≪新刊案内　６月号≫

※　読んでみたい本がございましたら、お知らせください。

図書館を利用されている方から、「この本おすすめ！」の本を紹介します。今
回は、増田和美さん（桜）より情報をいただきました。なお、今回紹介された「海
馬の尻尾」は図書館にもありますので、読んでみたい方はご連絡ください。

（５月受入分）

令和４年

「海馬の尻尾」（荻原 浩／著、光文社）

私が臆病者だと思い知らされたのは、約３０

年前に仕事で牧場のサイロ内の補修工事をした

ときだった。下の不安定な場所に足場を組んで、

見上げる程の高いサイロの上は身体を動かすた

びに大きく揺れる。

それまでも、ビビリなのに自尊心だけは人一

倍強く、弱さを見透かされないためなるべく競

うことは避けてきたのだが、このときばかりは観念した。

この本の主人公はヤクザの及川さん。私とは真逆の性格で怖いも

の知らずで勇気がある（正確には恐ろしいということが想像できな

い）。なので仕事ではめざましい成果をあげているのだが、若頭

（カシラ）からは病院行きを命じられる。たてまえはアルコール依

存症の治療のはずだったが・・・。

世の中はいろいろな性格の人間がうまい具合に役割を果たして生

きている。ビビリだと自分を卑下することはない。きっとその性格

も何かの役にたっているはずなのだ。

標茶町図書館
【休館日】 月曜日・祝日

※ 月曜日が祝日の際は翌火曜日も

休館となります。

【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　　　　　　　　　　　　　【一 般 図 書】
　◆　農業、畜産、馬産関係　◆

農業 農文協/編 今さら聞けない　有機肥料の話　きほんのき

　　〃 今さら聞けない　除草剤の話　きほんのき

園芸 大野　好弘 小さな苔ガーデニング

　◆　教育関係　◆

教育 北海道教育大学釧路校/編著 地域探究力・地域連携力を高める教師の育成　地域協働型教員養成教育の挑戦

眞野　豊 多様な性の視点でつくる学校教育

　◆　保育、育児関係　◆

社会福祉 仲本　美央/編著 押さえておきたい児童福祉・子ども子育て支援

幼児教育 原　信夫 ほか/編著 事例解決　若手保育者の育て方　寄り添い・ともに考える

吉永　公平 ズバッと解決！保育者のリアルなお悩み２００

家庭教育 江口　祐子 子育て本ベストセラー100冊の「これスゴイ」を１冊にまとめた本

子ども声かけ検討委員会 子どもがやる気になる！「親のひとこと」言い換え辞典

　◆　医療、健康関係　◆

医療、健康 日本がんサポーティブケア学会 がんサバイバーのための　皮膚障害セルフケアブック

西村　猛 寝る前10秒　子どもの姿勢ピン！ポーズ

リチャード・シェパード 不自然な死因

　◆　まちづくり・地方自治関係　◆

地方自治 田畑　昇悟 「集落の教科書」のつくり方　移住者を助けるガイドブック

　◆　読書・図書関係　◆

図書館サービス 全国公共図書館協議会 公立図書館における読書バリアフリーに関する実態調査報告書　2021年度

点字図書館 全国視覚障害者情報提供施設協会

図書 樺山　紘一/編 新装版　図説　本の歴史

　◆　アイヌ民族関係　◆

アイヌ民族 池谷　和信/編 アイヌのビーズ　美と祈りの二万年

北海道教育委員会 アイヌ民俗技術調査13〈生活習慣（成人儀礼等）に関する民俗技術2〉

　　〃 金成マツ筆録　アイヌ叙事詩　許婚が我に向かって戸を縛り付ける

　　〃 金成マツ筆録　アイヌ叙事詩　女性叙事詩　小鳥の耳飾り(1)

　◆　郷土・地域資料、北海道関係　◆

短歌 釧路歌人会編集委員会/編 釧路歌人会誌　第66集

標茶町史 橋本　勲 標茶町の歴史(15)　久著呂原野

　　〃 標茶町の歴史(17)　ヌマオロ原野

北海道 北海道博物館/編 北海道のニシン漁と青山家　北海道開拓の村　建造物紹介①

太田屯田開基百周年記念協賛会 屯田百年史

亜璃西社/編 北海道キャンプ場ガイド　22-23

田中　美穂/編 北海道の教科書　

長谷川　哲 新　夏山ガイド1　道央

花岡　俊吾 北海道　大人の日帰りスポット４８０

　　〃 北海道キャンプ場＆コテージガイド　2022-23

企業 釧路新聞社 未来への挑戦　釧根まちと企業　釧路新聞創刊75周年記念誌

点字図書館等におけるアクセシブルな書籍等の提供体制及び製作状況に
関する調査研究事業報告書

（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）
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【一 般 図 書】
作物 北海道開発協会 ほっかいどう学　おいしい北海道米ができるまで

観光 　　〃 北海道観光50年の軌跡

《哲学・宗教》

人間学 岸本　葉子 生と死をめぐる断想（文庫）

陰陽道 川合　章子 陰陽師の解剖図鑑

《歴史・地理》

日本史 根岸　洋 縄文と世界遺産　人類史における普遍的価値を問う

八條　忠基 日本の装束　解剖図鑑

伝記 高瀬　こうちょう 日本の逸話

曾根　正人 道慈　人物叢書　新装版

半藤　一利 半藤一利 わが昭和史

地理、地誌 森岡　督行 800日間銀座一周（文庫）

《社会科学》

政治 小泉　悠 ロシア点描　まちかどから見るプーチン帝国の素顔

社会科学 内田　樹/編 撤退論　歴史のパラダイム転換にむけて

トマ・ピケティ 来たれ、新たな社会主義　世界を読む2016-2021

外交 長崎文献社編集部/編 未来につなぐ戦争の記憶　被曝・戦後75周年記念誌

司法 廣瀬　健二 図解ポケット　少年法がよくわかる本

人口問題 毎日新聞取材班 世界少子化考　子供が増えれば幸せなのか

高齢者 樋口　恵子 老～い、どん！2　どっこい生きてる90歳

衣食住 湯澤　規子 食べものがたりのすすめ　「食」から広がるワークショップ入門

儀礼 石井　研士 現代日本人の一生

《自然科学》

海洋学 大塚　耕司/編 海洋へのいざない　第２版

地質学 八木 浩司、井口 隆 図説　空から見る日本の地すべり・山体崩壊

生物 中田　兼介 クモのイト

志村 真幸、渡辺 洋子 絶滅したオオカミの物語　イギリス・アイルランド・日本

塚田　英晴 もうひとつのキタキツネ物語

《技術・工学》

裁縫 赤峰　清香 きれいに作れる帽子

料理 斧屋 パフェが一番エラい。

藤田　統三 パフェの発想と組み立て

日本調理科学会 いも・豆・海藻のおかず　全集 伝え継ぐ日本の家庭料理

　　〃 四季の行事食　全集 伝え継ぐ日本の家庭料理

　　〃 年取りと正月の料理　全集 伝え継ぐ日本の家庭料理

　　〃 どんぶり・雑炊・おこわ　全集 伝え継ぐ日本の家庭料理

　　〃 野菜のおかず　春から夏　全集 伝え継ぐ日本の家庭料理

住居 石阪　京子 人生が変わる　紙片づけ！

（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　　　　　　　　　　　　　【一 般 図 書】
《産業・商業》

飼育動物 新村　毅/編 動物福祉学

放送事業 奥山　侊伸 昭和のテレビと昭和のあなた

《芸術・美術》

世界遺産 古田　陽久 世界遺産ガイド　ウクライナ編

写真集 海田　悠 産業人魂Ⅲ

《芸術・美術》

デザイン 原　研哉 低空飛行　この国のかたちへ

映画 名取　弘文/編 ナトセンおすすめ　おもしろ学校映画館

スポーツ 大修館書店編集部/編 観るまえに読む大修館スポーツルール2022

《情報．出版．その他の図書》

情報 武井　勇樹 60分でわかる！メタバース超入門

年鑑 鈴木　久美子/編 ブリタニカ国際年鑑　2022年版

《言語》

漢字 松岡　正剛 白川静　漢字の世界観

《文学》

文学 吉田　篤弘 物語のあるところ　月舟町ダイアローグ

海堂　尊 森鴎外　よみがえる天才8

川田　未穂/編 「西村京太郎の推理世界」　オール讀物責任編集

福永　武彦 福永武彦創作ノート

詩 長田　弘 長田弘詩集

谷川　俊太郎 谷川俊太郎詩集

中島　みゆき 中島みゆき詩集

小説 芦沢　央 許されようとは思いません（文庫）

芦辺　拓 名探偵は誰だ

梓　林太郎 白馬八方尾根殺人事件

石沢　麻依 貝に続く場所にて

井上　荒野 生皮　あるセクシャルハラスメントの光景

太田　愛 幻夏（文庫）

荻原　浩 明日の記憶（文庫）

香納　諒一 逆転のアリバイ　刑事花房京子

桐野　夏生 燕は戻ってこない

呉　勝浩 爆弾

坂木　司 ショートケーキ。

笹本　稜平 流転　越境捜査

嶋戸　悠祐 裏家電

新川　帆立 剣持麗子のワンナイト推理

新庄　耕 夏が破れる

髙森　美由紀 羊毛フェルトの比重

竹本　健治 涙香迷宮（文庫）

月村　了衛 脱北航路

堂場　瞬一 小さき王たち　第一部　濁流

（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　　　　　　　　　　　　　【一 般 図 書】
辻堂　魁 夜叉萬同心　一輪の花（文庫）

　　〃 夜叉萬同心　お蝶と吉次（文庫）

永井　紗耶子 女人入眼

中山　祐次郎 やめるな外科医　泣くな研修医4（文庫）

仁志　耕一郎 咲かせて三升の團十郎

ねじめ　正一 泣き虫先生

畑野　智美 消えない月（文庫）

東川　篤哉 スクイッド荘の殺人

東野　圭吾 マスカレード・ゲーム

深緑　野分 スタッフロール

藤井　邦夫 新・秋山久蔵御用控（十三）　雨宿り（文庫）

藤原　緋沙子 菜の花の道　千成屋お吟

南　杏子 アルツ村

山下　澄人 君たちはしかし再び来い

山本　一力 端午のとうふ　江戸人情短編傑作選（文庫）

柚木　麻子 ついでにジェントルメン

エッセイ 伊集院　静 タダキ君、勉強してる？

山田　風太郎 死言状（文庫）

英米文学 アンソニー・ホロヴィッツ その裁きは死（文庫）

　　〃 ヨルガオ殺人事件（上・下）（文庫）

ジェフリー・ディーヴァー フルスロットル　トラブル・イン・マインドⅠ（文庫）

ジャネット・スケスリン・
チャールズ あの図書館の彼女たち

スコット・フィッツジェラルド 最後の大君

ノルウェー文学 タリアイ・ヴェーソス 氷の城

ロシア文学 パーヴェル・ペッペルシテイン 地獄の裏切り者

《雑誌》 ＮＨＫ出版 きょうの健康　2022年6月号

　　〃 きょうの料理　2022年6月号

　　〃 すてきにハンドメイド　2022年6月号

親子読書地域文庫全国連絡会 子どもと読書　2022年5･6月号　№453

暮しの手帖社 暮しの手帖　18　初夏　2022年6-7月号

ＪＴＢパブリッシング ＪＴＢ時刻表　2022年6月号

集英社 ＬＥＥ　2022年6月号

小学館 サライ　2022年6月号

太陽 クォリティ　2022年6月号

デーリィ・ジャパン社 Dairy PROFESSIONAL vol.23 生産ロスを見直す～乳質・乳房炎編～

デーリィマン社 DAIRYMAN　2022年5月号

扶桑社 皇室　第94号　春　

ぶらんとマガジン社 ＨＯ　2022年7月号　特集　ビッグラン 胆振・日高

文藝春秋 文藝春秋　2022年6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 】

『かわいい うさぎ』

直見 芽以子/作・絵、岩崎書店

わたしのうさぎ。なんでこんなにかわいいんでしょう。この輝く

大きな目！かわいいうさぎの目の中には、夜の湖が広がっているの

です。何百年でも見つめていたい…。うさぎを愛する著者の偏愛と

妄想が大爆発する絵本。

『妖怪捕物帖 乙 焦熱地獄で婆山燃ゆ 冥界彷徨篇 参』

大﨑 悌造/作、ありが ひとし/画、岩崎書店

強敵難敵を打ち破り、地獄を進むコン七。だが、突如姿をあらわした

無敵の魔人迦苦土が、相棒のゼロ吉を土人形にしてしまう。動けないゼ

ロ吉を救うため、コン七は新たな術を…。狐の妖怪が大活躍する捕物帖、

第15弾。

『びっくり図書館 なのだのノダちゃん ６』

如月 かずさ/作、はた こうしろう/絵、小峰書店

サキちゃんと吸血鬼のノダちゃんが図書館で出会ったのは、司書

みならいのふしぎな女の子。ふたりは司書さんのお仕事をお手伝い

することに…！？小学生のサキちゃんと不思議な女の子ノダちゃん

の楽しいお話３つを収録。

『はなに なりました』

内田 麟太郎/文、南塚 直子/絵、童心社

リスさん、アリに聞きました。アリさん、アリさん、だれが

好き？アリさんに好きと言われて、うふふ。リスさんのこころ

が花になりました…。気持ちを言葉にして伝えあって、笑顔に

なれる絵本。
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】
☆　標茶ライオンズクラブ寄贈図書　☆

政治 宇野　重規/監修 生活と税金・法律について
いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと ①

　　〃 国のしくみと政治参加について
いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと ②

　　〃 地球環境と人権について
いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと ③

著作権 森田　盛行/監修 ぼくのわたしの著作権ずかん

職業紹介 柾屋　洋子/編 食べるのが好き！　パティシエ・シェフ・すし職人・料理研究家
ジブン未来図鑑　職場体験完全ガイド＋ ①

　　〃 動物が好き！　獣医・トリマー・動物飼育員・ペットショップスタッフ

ジブン未来図鑑　職場体験完全ガイド＋ ②

　　〃
おしゃれが好き！　ファッションデザイナー・ヘアメイクアップアー
ティスト・スタイリスト・ジュエリーデザイナー
ジブン未来図鑑　職場体験完全ガイド＋ ③

　　〃 演じるのが好き！　俳優・タレント・アーティスト・ユーチューバー
ジブン未来図鑑　職場体験完全ガイド＋ ④

　　〃
デジタルが好き！　ゲームクリエイター・プロダクトマネージャー・
ロボット開発者・データサイエンティスト
ジブン未来図鑑　職場体験完全ガイド＋ ⑤

医学 WILLこども知育研究所 はっきりあじがわかるかな？
おとなもこどもも気づきにくいからだの心配がわかる絵本

　　〃 はっきりきこえているかな？
おとなもこどもも気づきにくいからだの心配がわかる絵本

　　〃 はっきりみえているかな？
おとなもこどもも気づきにくいからだの心配がわかる絵本

畜産業 池谷　和信 わたしたちのくらしと家畜 1　家畜ってなんだろう

　　〃 わたしたちのくらしと家畜 2　家畜にいま何がおきているのか

体育 澤木　一貴/監修 子ども体幹トレーニング ①　背すじがシュッ！

　　〃 子ども体幹トレーニング ②　ブレずにピタッ！

　　〃 子ども体幹トレーニング ③　スポーツでキラッ！

《哲学・宗教》

道徳 雨宮　処凛 生きのびるための「失敗」入門　14歳の世渡り術

心理学 鈴木　裕介 自分を守るクエスト ①　スクール編

　　〃 自分を守るクエスト ②　ホーム編

　　〃 自分を守るクエスト ③　ソーシャル編

《歴史・地理》

日本史 新城　俊昭/監修 いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道（①～③）

地理 編集委員会 この都道府県オンリーワン！　集まれ！日本全国イチバンじまん

　　〃 この都道府県が第一号！　集まれ！日本全国イチバンじまん

　　〃 この都道府県がナンバーワン！　集まれ！日本全国イチバンじまん

征矢　真一 リボンちゃんとめぐる北海道179市町村

名字 森岡　浩/監修 名字ずかん

《社会科学》

社会 池上　彰/監修 ニュース年鑑2022

（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　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】
社会 まつもと　めいこ/漫画 ＳＤＧｓのひみつ①　貧困をなくそう　学研まんがでよくわかる

文化 岡部　敬史/編 みたらし団子は４つ？５つ？
ちがいがわかるとおもしろい！東日本と西日本

　　〃 関西の電子レンジは関東ではつかえない？
ちがいがわかるとおもしろい！東日本と西日本

　　〃 スコップとシャベル大きいのはどっち？
ちがいがわかるとおもしろい！東日本と西日本

《自然科学》

天気 荒木 健太郎、津田 紗矢佳 天気を知って備える防災雲図鑑

植物学 芳賀　靖彦/編 ニューワイド学研の図鑑　花

医学 アンナ・クレイボーン パンデミック・プラネット

《技術・工学》

工業 岩田　忠久/編 イチからつくる　プラスチック

料理、食品 宮沢　うらら バットで冷やすだけ♪さわやかデザート
道具１つでらくらくスイーツ

　　〃 フライパンで焼くだけ♪かんたん焼き菓子
道具１つでらくらくスイーツ

　　〃 マグカップでまぜるだけ♪ふわふわケーキ
道具１つでらくらくスイーツ

銀城　康子 エチオピアのごはん　絵本世界の食事 22

銀城　康子 ハンガリーのごはん　絵本世界の食事 24　

杉本　明/編 砂糖の絵本　つくってあそぼう 11

高梨　浩樹/編 塩の絵本　つくってあそぼう 12

舘　博/編 しょうゆの絵本　つくってあそぼう 13

柳田　藤治/編 酢の絵本　つくってあそぼう 14

鈴木　修武/編 油の絵本　つくってあそぼう 15

日比野　光敏/編 すしの絵本　つくってあそぼう 21

野村　明/編 かまぼこの絵本　つくってあそぼう 22

小田　聞多/編 うどんの絵本　つくってあそぼう 23

高畑　浩之/編 こんにゃくの絵本　つくってあそぼう 24

増澤　武雄/編 茶の絵本　つくってあそぼう 25

工芸 山崎　和樹/編 藍染の絵本　つくってあそぼう 26

冨樫　朗/編 和紙の絵本　つくってあそぼう 27

金子　皓彦/編 麦わらの絵本　つくってあそぼう 28

吉田　明/編 やきものの絵本　つくってあそぼう 29

兵　左衛門/編 箸の絵本　つくってあそぼう 30

《産業・商業》

農業 中野　明正/編 トマトの大百科　まるごと探究！世界の作物

交通
マシマ・レイルウェイ・
ピクチャーズ 乗りもの　小学館の図鑑ＮＥＯ

《芸術・美術。スポーツ》

スポーツ 小学館クリエイティブ スポーツ年鑑2022

（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　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】
《情報．出版．その他の図書》

図書館 小田　光宏/監修 図書館図鑑

知識.学問.学術 松岡　達英 ほか いきものづくし　ものづくし（1～１２）

情報 原　克彦/監修 そのパスワード、人に教えていいの？　１人１台時代の情報モラル 1

　　〃 その情報、信用して大丈夫？　１人１台時代の情報モラル 2

　　〃 その写真、勝手に撮っていい？　１人１台時代の情報モラル 3

百科事典 池内　紀 ほか/監修 キッズペディア　世界遺産　改訂新版

年鑑 朝日新聞出版 朝日ジュニア学習年鑑２０２２

《言語》

日本語 神永　曉/監修 日本のことばずかん　かず

　　〃 日本のことばずかん　いろ

　　〃 日本のことばずかん　そら

《文学》

日本のよみもの 愛川　美也 小梅の七つのお祝いに

あいはら　しゅう 迷宮教室　ヒカルの好きな人

あんの　まる トップ・シークレット 2　二人の天才少女、あらわる

五十嵐　美怜 花とつぼみと、きみのこと。　伝えたい想い、決意の誕生日パーティー

いしかわ　えみ/原作 絶叫学級　くずれゆく友情編

　　〃 絶叫学級　呪われた初恋編

伊藤　みんご/原作 小説　ゆずのどうぶつカルテ 10　

いとう　みく ほか いつも勇気があってオシャレな女の子

魚住　直子 だいじょうぶくん

大﨑　悌造 妖怪捕物帖 乙　焦熱地獄で婆山燃ゆ　冥界彷徨篇 参

大高　忍 オリエント 3

大前　粟生 まるみちゃんとうさぎくん

柏葉　幸子 モンスター・ホテルでろてんぶろ

風野　潮 氷の上のプリンセス　シニア編 1

如月　かずさ スペシャルＱトなぼくら

　　〃 びっくり図書館　なのだのノダちゃん ６

栗沢　まり あの子のことは、なにも知らない

神戸　遥真 恋とシェイクと春休み　Ｅバーガー ５

　　〃 ぼくのまつり縫い　手芸男子と贈る花

小桜　すず 二条くんはわたしの執事　ティーパーティーは恋のはじまり!?

小手鞠　るい ねこの町の小学校　わくわくキャンプファイヤー

小松原　宏子 青空小学校いろいろ委員会 3　給食委員はアイドル

佐藤　いつ子 ソノリティ　はじまりのうた

（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）

- 9 -



分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】
日本のよみもの 佐東　みどり ほか 科学探偵VS.ミステリートレイン　科学探偵 謎野真実

佐東 みどり、鶴田 法男 怪狩り 巻ノ六　邪鬼の正体

佐和　みずえ コカチン　草原の姫、海原をゆく

島村　木綿子 クロケのジャムとももふか草

宗田　理 悪ガキ７　いたずらtwinsのおかしな事件簿

染谷　果子 あやしの保健室 Ⅱ ①　九年に一度の誕生年

蓼内　明子 ほか いつも強くてカッコいい女の子

天川　栄人 あやかし協定　妖怪は友だちにふくまれますか？

戸森　しるこ ほか 君色パレット　ちょっと気になるあの人

七都　にい ふたごチャレンジ！ 2　マスクの中にかくしたキモチ？

濱野　京子 マスクと黒板

針　とら 絶望鬼ごっこ　信じてはいけない地獄警察

日比野　恭三 ほか 青春サプリ。　この一瞬にすべてを

廣嶋　玲子 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 17

深海　ゆずは ミヤモトさんちの４男子!?　初恋王子だなんて、認めません！

藤咲　あゆな 源平姫　落葉の章　静御前/建礼門院徳子ほか

藤本　ひとみ/原作 それは正義が許さない！　真珠島の神隠し

松素　めぐり 保健室経由、かねやま本館。 4

まはら　三桃 かがやき子ども病院トレジャーハンター

三田村　信行 ふしぎ町のふしぎレストラン　こわくておいしいおかしの家

みゆ 海色ダイアリー　五つ子アイドルもドキドキ!?結亜のモデルオーディション!

村上　しいこ フルーツふれんず　イガグリくん

やえがし　なおこ トントンとリッキのかいぞくせん

吉河　美希 カッコウの許嫁 4

吉田　はるゆき/原作 はたらく細菌 2

夜野　せせり 絶対好きにならない同盟　モテたくない女子と王子さま

令丈　ヒロ子 病院図書館の青と空

外国のよみもの アン・クレア・レゾット 目で見ることばで話をさせて

デュボース・ヘイワード かあさんうさぎと金のくつ

パトリック・スキー
ン・キャトリング

チョコレートタッチ

日本の絵本 新井　洋行 はぶらしくんとコップちゃん　2022.6

石川　直樹/文
梨木　羊/絵

シェルパのポルパ　火星の山にのぼる

いとう　ひろし おさるのえほん

うえの　よう ねぼすけさん
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】
上野　与志/作
佐藤　伸子/絵

ともだち？

内田　麟太郎/文
南塚　直子/絵

はなになりました

及川　賢治
竹内　繭子

いっこ　さんこ

おおい　じゅんこ ありんこトロッコ

尾崎　玄一郎
尾崎　由紀奈

おなおしやのミケばあちゃん

織田　道代/文
早川　純子/絵

こんとごん　てんてんありなしのまき

角幡　唯介/作
阿部　海太/絵

ほっきょくでうしをうつ　闇は光の母（４）

くすのき　しげのり/作
うめだ　ちづる/絵 だいじょうぶかな　いちねんせい

くすのき　しげのり/作
こば　ようこ/絵 いいな「じぶん」！

くすのき　しげのり/作
北村　裕花/絵 おとうさんのぼり

小林　幹夫 ほか くだもの　おいしい　いろ

近藤　瞳 まって！まって！

さいとう　しのぶ あなのなかから…

齋藤　槙 ほしのおんがくかい

スギヤマ　カナヨ そだててみたら…

杉本　深由起/詩
松田　奈那子/絵

学校はうたう

鈴木　のりたけ ぼくのねこ

スタジオ・ポーキュパイン なぜなぜはっけん！クイズ絵本　６月

高木　さんご/作
みむら　くみこ/絵

トッポさんのぼうし　2022.6

つるた　あき ６ぴきのカエルとひえひえのよる

とよた　かずひこ ないしょないしょのももんちゃん

直見　芽以子 かわいいうさぎ

にしかわ　おさむ １０ぴきのおばけとすすおばけ

日本気象協会 くもってなあに？

ねじめ　正一/文
降矢なな/絵

ずんずんばたばたおるすばん

林　木林 でんでんでんしゃ

はらぺこめがね あげる

ふくざわ　ゆみこ もりいちばんのおともだち
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】

フフフーン あーそーぼ！

前田　まゆみ オーリキュラと庭のはなし

まつした　さおり/文
スズキ　サトル/絵

まねっこぴたっ！　どうぶつ　

宮西　達也 ふしぎなタネやさん

最上　一平/文
黒井　健/絵

すずばあちゃんのおくりもの

わだ　ことみ/作
いまばやし　ゆか/絵

ももちゃんのねこ

外国の絵本 アーノルド・ローベル ふたりはしんゆう　がまくんとかえるくんぜんぶのおはなし

キャサリン・ヘイル ねこのオーランドー　毛糸のズボン

クリス・バン・オール
スバーグ

ジュマンジ

サラ・コリン、ステ
ファン・コリン/文

フォックスおくさまのむこえらび

ジュリア・ゴールディ
ング/文

女王さまのワードローブ

ジョイ・マカラ/作 ぼくらのパパは、だいとうりょう　ほごけんメイジャー、ホワイトハウスへ！

ジョン・バーニンガム おじいちゃん

ターニャ・ランドマン/作 ナイチンゲールのうた

ドナルド・ホール/文 にぐるまひいて

ドン・フリーマン コーちゃんのポケット

ナネット・ヘファーナン/作 ちきゅうのための１じかん　あかりをけそう！アースアワー

バーバラ・ロガスキー/再話 ラプンツェル　グリム童話

ヘイリー・バレット/文 みつばちさんのティールーム

マーティン・レーマン こねこねこねこ

マリア・イサベル・サ
ンチェス・ベガラ/文

ガンディー　小さなひとりの大きなゆめ

ミラ・ギンズバーグ/文 みんなおやすみ

　　〃 おひさまはよるどこへいくの？

リロ・フロム うさちゃん　たいへん

レベッカ・ボンド/文 ここがわたしのねるところ　せかいのおやすみなさい

紙芝居 とよた　かずひこ ひこうきくんとおふねさん

ねもと　まゆみ/脚本
ゴトウ　ノリユキ/絵

どんなうんちかな？
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