
≪新刊案内　11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）

【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、石窪満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。

（10月受入分）

令和３年

私が紹介する本は、「孤塁－双葉郡消防士たちの3・11」

（吉田千亜・著、岩波書店）というタイトルのルポルター

ジュです。

双葉郡というのは、東京電力の福島第一原子力発電所が

ある地域全体の名前です。

今から１０年前、２０１１年３月１１日におきた東日本

大震災の時に、地震と大津波、そして原発災害のなか、地

元の消防士たちが、どのような状況におかれていたのかを、

それから約８年後、著者が当時の消防士一人一人にお会い

して、とても時間をかけて取材し、そのお話をもとにしてまとめたのがこの

本です。

津波被害者の救助や避難誘導はもとより、本来自分たちの任務ではないは

ずの原子力発電所構内での給水活動や火災対応も。また、たとえば阪神大震

災の時には、全国の消防派遣隊が集結しての支援活動がありましたが、原発

事故ということで他県の消防の応援は得られず、まさに不眠不休の地元消防

だけの活動と、情報がなかなか得られない不安と恐怖のなかでの活動。

消防士の家族も避難者生活でばらばらになり、３日目にやっと衛星電話で

家族と話ができたり、放射線量が異常に高く、また水素爆発の危険が迫って

いるなか、原子炉の冷却要請があったり、火災があって消火活動で出動しな

ければならないと決断したとき、ある人は妻に、ある人は友人に「遺書」を

書く消防士の姿に、読んでいて体が震え、何度も涙が込み上げてきました。

原発事故についての記憶が少しずつ薄れてきているように感じます。です

から、消防士たちの生の声をていねいに聞き取り、思いを寄せて書かれた本

書のご一読をぜひお勧めします。
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分　野 著　者 書　名

　◆　農業、畜産関係　◆

農業工学 農文協 農家が教える　足場パイプ＆塩ビパイプで便利道具

作物栽培 古谷　益朗/監修 酪農の鳥獣被害対策ハンドブック

造園 高山　徹也 日陰でも大丈夫！　本当に小さな庭づくり

畜産動物 小原　嘉昭 基礎からわかる　乳牛の健康と乳生産　ルーメンからの探究

　◆　教育関係　◆

教育 中澤　渉 学校の役割ってなんだろう

北海道教育庁 北海道教育例規集　第１２次改訂版

ブレイディ　みかこ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ２

学校経営 堀内　京子 ＰＴＡモヤモヤの正体

　◆　保育、育児関係　◆

保育 汐見　稔幸 ほか 子どもの「じんけん」まるわかり　イラストBOOKたのしい保育

家庭教育 七田　厚 七田式　０～６歳の終末右脳あそび

　◆　医療、健康関係　◆

社会福祉 斎藤　道雄 しゃべらなくても楽しい！シニアの超盛り上がるレク体操５０

医療 矢作　直樹 人は死なない　ある臨床医による摂理と霊性をめぐる思索

﨑谷　博征 メタ炎症の秘密　慢性病は現代食から　続 新・免疫革命

板倉　弘重/監修 [板倉式]自力で善玉コレステロールを上げて悪玉コレステロールを下げる方法

田口　ランディ 水俣　天地への祈り

文響社 逆流性食道炎　自分でよくなる！消火器病の名医陣が教える 最新１分体操大全

　◆　スポーツ・運動関係　◆

スポーツ 澤宮　優 イップス　魔病を乗り越えたアスリートたち

　◆　まちづくり・地方自治関係　◆

社会学 山下　祐介 地域学入門

　◆　読書・図書関係　◆

図書館 磯井　純充 ほか ブックフェスタ　本の磁力で地域を変える

読書 マガジンハウス 合本　すべては、本から。　BRUTUS特別編集

　◆　アイヌ民族関係　◆

民話 更科　源蔵 アイヌ民話集

宮尾　慈良/編訳 アイヌ説話集　1888年の“幻の説話”

　◆　郷土・地域資料、北海道関係　◆

標茶町行政 標茶町役場 令和２年度保健事業実績　令和３年度保健事業計画

個人伝記 渡部　俊弘/監修 トシさんが行く！北海道の食の礎を築いた鶴岡トシのパワフル人生記

地理・紀行 小野寺　淳子 決定版　北海道の温泉まるごとガイド　2022-23

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

《哲学・宗教》

人生訓 永松　茂久 好きな人と「だけ」生きていく

神社．神職 上大岡　トメ+ふくもの隊 縁切り神社でスッキリ！しあわせ結び　全国開運神社めぐり

《歴史・地理》

日本史 今井　しょうこ マンガでわかる考古遺跡発掘ワーク・マニュアル

小林　達雄 縄文文化が日本人の未来を拓く

苫米地　英人 [新装版]明治維新という名の洗脳

アジア 石川　直樹 シェルパの友だちに会いに行く　エベレスト街道日誌２０２１

《社会科学》

社会科学 苫米地　英人 2050年版衝撃の未来予想

政治 中島　岳志 保守と大東亜戦争

テロリズム ころから ９／11レポート　2001年米国同時多発テロ調査委員会報告書

民法 追中　徳久 保険税務のプロによる　相続・贈与のお悩み解決ノート

統計 国土地理協会 住民基本台帳　人口・世帯数表　令和３年版

災害 左巻　健男/編著 図解 身近にあふれる「自然災害」が３時間でわかる本

社会福祉 島影　真奈美 親の介護がツラクなる前に知っておきたいこと

災害 吉田　千亜 弧塁　双葉郡消防士たちの３・１１

いじめ 文春オンライン特集班 娘の遺体は凍っていた　旭川女子中学生イジメ凍死事件

民俗学 戸川　幸夫 マタギ　日本の伝統狩人探訪記（文庫）

《自然科学》

気象学 古川 武彦、大木 勇人 図解・天気予報入門

動物誌 マーク＆ディーリア・オーエンズ カラハリが呼んでいる

《技術・工学》

模型工作 イカロス出版 ジオラマ製作入門　憧れの情景を手元に！

機械 石垣　正喜 写真図解でわかるチェーンソーの使い方

電気 本橋　恵一 最新　電力・ガス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本

食品工業 北原　康行 日本酒テイスティング　カップ酒の逆襲編

衣服・裁縫 鈴木　香穂里/監修 スカーフ、ストール、マフラーの巻き方

手芸 NHK出版 身につけたいあったかニット　帽子、手袋、巻き物、ソックス

日本ヴォーグ社 かぎ針で編むクリスマス雑貨

ブティック社 秋冬　美しい大人の編みもの　vol.２

料理 mocha mocha ぷっくりクッキーとかわいい焼き菓子たち

坂口　レオ 食の心理学「食生心理」で作る　心理を読み解く食材とレシピ

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

《芸術・美術》

芸術史 久保 智康、宇代 貴文 もっと知りたい　延暦寺の歴史

杉山　享司 もっと知りたい　柳宗悦と民藝運動

紙工芸 Jonathan Adolph 段ボールで作る！動く、飛ぶ、遊ぶ工作　身近な材料で学ぶエンジニアリング

伊東　由美 基本の技法だけでできる　ペーパークイリング季節のモチーフ１０４

チャンキー松本 チャンキー松本のチョキチョキ切りえ教室

クラフト工芸 ブティック社 エコクラフトで作る かごとバックとミニチュア雑貨　総集編

芸能 浅田　美代子 ひとりじめ

《文学》

児童文学論 斎藤　美奈子 挑発する少女小説

詩歌 谷川　俊太郎 虚空へ

戯曲 宮内　婦貴子 宮内婦貴子シナリオ作品集　桜散る日に 出陣学徒の交響楽“第九”歓喜の歌

小説 青山　美智子 月曜日の抹茶カフェ

赤川　次郎 孤色のマフラー　杉原爽香 48歳の秋

顎木　あくみ わたしの幸せな結婚（一～五）（文庫）

秋吉　理香子 監禁

朝霧　カフカ 文豪ストレイドッグス　太宰、中也、十五歳（文庫）

あずみ　圭 月が導く異世界道中 17

池井戸　潤 民王　シベリアの陰謀

伊坂　幸太郎 ペッパーズ・ゴースト

石田　衣良 炎上フェニックス　池袋ウエストゲートパークⅩⅦ

　　〃 北斗　ある殺人者の回心（文庫）

一木　けい 愛を知らない（文庫）

乾　ルカ おまえなんかに会いたくない

今村　昌弘 魔眼の匣の殺人

岩下　悠子 漣の王国

宇江佐　真理 江戸人情短編傑作選　酔いどれ鳶（文庫）

上田　岳弘 旅のない

冲方　丁 月と日の后

江上　剛 Disruptor　金融の破壊者

小野寺　史宜 ライフ（文庫）

垣根　涼介 涅槃（上・下）

風野　真知雄 新・大江戸定年組　金魚の縁（文庫）

　　〃 新・大江戸定年組　計略の猫（文庫）

　　〃 耳袋秘帖　眠れない凶四郎（一～五）（文庫）

神永　学 悪魔と呼ばれた男（文庫）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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

川口　俊和 さよならも言えないうちに

貴志　祐介 天使の囀り（文庫）

桐野　夏生 砂に埋もれる犬

櫛木　理宇 浸食　壊される家族の記録（文庫）

くどう　れいん 氷柱の声

呉　勝浩 スワン

小池　真理子 妻の女友だち（文庫）

　　〃 墓地を見おろす家（文庫）

小杉　健治 幻の男　栄次郎江戸暦 26（文庫）

小林　泰三 逡巡の二十秒と悔恨の二十年（文庫）

今野　敏 義珍の拳（文庫）

　　〃 武士猿（文庫）

西條　奈加 ほか ふしぎ＜霊験＞時代小説傑作選（文庫）

坂井　希久子 たそがれ大食堂

桜木　紫乃 ブルースRed

澤田　瞳子 輝山

重松　清 かぞえきれない星の、その次の星

下村　敦史 アルテミスの涙

小路　幸也 すべての神様の十月（二）（文庫）

白石　一文 快挙（文庫）

新川　帆立 倒産手続きの彼女

高瀬　隼子 水たまりで息をする

千葉　雅也 オーバーヒート

辻堂　ゆめ トリカゴ

寺地　はるな ガラスの海を渡る舟

鳥越　碧 白秋秘唱

中山　可穂 白い薔薇の淵まで（文庫）

鳴海　章 レジェンド・ゼロ１９８５（文庫）

西村　京太郎 伊豆箱根殺人回廊　十津川警部シリーズ

秦　建日子 女子大小路の名探偵

畠山　健二 本所おけら長屋（十七）（文庫）

葉真中　顕 灼熱

原　哲夫 未来に生きる・舞

原田　ひ香 母親からの小包はなぜこんなにダサいのか

平山　夢明 八月のくず　平山夢明短編集

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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 深緑　野分 カミサマはそういない

藤沢　周 世阿弥最後の花

降田　天 朝と夕の犯罪

益田　ミリ 一度だけ（文庫）

松岡　圭祐 ミッキーマウスの憂鬱ふたたび（文庫）

群　ようこ 子のない夫婦とネコ

森沢　明夫 本が紡いだ五つの奇跡

諸田　玲子 奸婦にあらず（文庫）

矢樹　純 夫の骨（文庫）

安田　依央 出張料亭おりおり堂　こっくり冬瓜と長い悪夢（文庫）

山本　文緒 ばにらさま

エッセイ 荻上　チキ みらいめがね ２　苦手科目は「人生」です

坂本　直行 山・原野・牧場　ある牧場の生活（文庫）

曽野　綾子 ９０歳、こんなに長生きするなんて。

村井　理子 更年期障害だと思ってたら重病だった話

吉川　トリコ おんなのじかん

日記．書簡．紀行 綿矢　りさ あのころなにしてた？

外国文学 ジェフリー・ディーヴァー 魔の山

ジョン・グリシャム 狙われた楽園

ジャン・ジオノ 蛇座

《雑誌》 ＮＨＫ出版 ＮＨＫ１００分de名著　ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」

　　〃 きょうの健康　2021年11月号

　　〃 きょうの料理　2021年11月号

　　〃 すてきにハンドメイド　2021年11月号

親子読書地域文庫全国連絡会 子どもと読書　2021年11・12月号　№450

クナウマガジン northern style スロウ　vol.69 2021

ＪＴＢパブリッシング ＪＴＢ時刻表　2021年11月号

集英社 ＬＥＥ　2021年11月号

主婦と生活社 コットンタイム　2021年11月号　№159

小学館 サライ　2021年11月号

太陽 クォリティ　2021年11月号

デーリィマン社 DAIRYMAN　2021年10月号

ぶらんとマガジン社 ＨＯ　2021年12月号　vol.169

文藝春秋 文藝春秋　2021年11月号
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【 児 童 図 書 】

『あんなに あんなに』

ヨシタケ シンスケ/著、ポプラ社

あんなにきれいに掃除したのに、もう散らかっている。あんなに泣

いていたのに、もう笑っている。あんなに若かったのに、もうこんな

にシワが…！？子どもと、むかし子どもだったすべての人に贈る、家

族に寄り添う優しい絵本。

『見た目が気になる

「からだ」の悩みを解きほぐす２６のヒント』

河出書房新社/編、青木 美沙子 ほか/著、河出書房新社

人はどうして見た目が気になるのか。周囲や社会の価値観にとらわ

れず「自分らしさ」を見出すために、モデルや社会学者、漫画家など

２６人が「見た目」との向き合い方を考える。

『５億年後に意外な結末 ピグマリオンの銀色の彫刻』

菅原 そうた/原作、usi/絵、桃戸 ハル/構成、学研プラス

５億年間ただひたすら「生きてる」というバイトをすることになっ

たトニオ。５億年の時を経てたどりついた、衝撃の結末とは？表題作

ほか、くだらなさと奥深さが融合したマンガとショートショート全２

５話を収録。

『きんたろうようちえん』

やぎ たみこ/作、あかね書房

山の上に、子どもたちとどうぶつたちがいっしょに過ごす幼

稚園があります。園長は、力持ちで、どうぶつの言葉が話せる、

きんたろう先生です。ある日、岩の水飲み場から、おかしな声

が聞こえてきて…。
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分　野 著　者 書　名

《情報、その他の図書》

知識 WAVE出版 教科書にでてくるおはなし３６６　新装版

《哲学・宗教》

道徳 中井　俊己/監修 歴史をつくった偉人のことば３６６　新装版

倫理学 山崎　聡一郎 １０代の君に伝えたい　学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考

《歴史・地理》

伝記 岩貞　るみこ 世界でいちばん優しいロボット

《社会科学》

政治 横田　明子 聞かせて、おじいちゃん　原爆の語り部・森政忠雄さんの決意

経済 石井　光太 地球村の子どもたち　途上国から見たSDGｓ ①　格差

　　〃 地球村の子どもたち　途上国から見たSDGｓ ②　生命

　　〃 地球村の子どもたち　途上国から見たSDGｓ ③　平和

　　〃 地球村の子どもたち　途上国から見たSDGｓ ④　マイノリティ

社会学 河出書房新社 見た目が気になる　「からだ」の悩みを解きほぐす２６のヒント　14歳の世渡り術

佐藤　翔輔/監修 災害伝承の大研究

《自然科学》

自然科学 柳田　理科雄 ジュニア空想科学読本（19～22）

地球 荒木　健太郎/監修 雲と雨の大研究

地球 岡田　誠 チバニアン誕生　方位磁石のＮ極が南をさす時代へ

生物 山口　育孝 免疫のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ

《産業・商業》

森林保護 ポドアルチング 山火事のサバイバル １

《芸術・美術》

漫画 荒川　弘 百姓貴族　７

《文学》

俳句 藤田　真一 俳句のきた道　芭蕉・蕪村・一茶

日本のよみもの PHP研究所 ラストで君は「まさか！」と言う　神さまのいたずら

　　〃 ラストで君は「まさか！」と言う　君との約束

相川　真
青星学園★チームＥＹＥ－Ｓの事件ノート
レオがピンチ！？沖縄恋愛事件の謎を解け！

あいはら　しゅう 迷宮教室　禁断のともだちランキング

赤羽　じゅんこ イナバさんと雨ふりの町

あさば　みゆき 歴史ゴーストバスターズ ①　最強×最凶コンビ結成！？

麻生　かづこ はじめての夏とキセキのたまご

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

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

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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

新井　けいこ となりの正面

石井　睦美 カイとティム　影の国ぼうけん

伊藤　クミコ 兄が３人できまして ⑤　王子様のなんでも屋

イノウエ　ミホコ アイドルが好き！

いまた　あきこ きっと、大丈夫

梅田　みか エトワール！ ９　恋と友情のパ・ド・トロワ

落合　由佳 天の台所

折原　みと きみと100年分の恋をしよう　大人になりたい

嘉悦　洋 ３１センチの約束

かさい　まり どっちでもいい子

嘉成　晴香 人魚の夏

如月　かずさ ミッチの道ばたコレクション　うたうラッパ貝がら

北川　チハル てんこうせいはおはなしやさん

工藤　純子 リトル☆バレリーナ ３　夢みる舞台と、トウシューズ

くどう　れいん プンスカジャム

倉橋　燿子 夜カフェ 10

神戸　遥真 きみとホームで待ち合わせ

小手鞠　るい うさぎのマリーのフルーツパーラー　まいごのこねこ

　　〃 おしゃべり森のものがたり

　　〃 森の歌が聞こえる

斉藤　洋 アーサー王の世界 ７　キャメロットの亡霊

　　〃 ジークメーア　小箱の銀の狼

佐藤　まどか 月にトンジル

朱川　湊人 時間色のリリィ

たかどの　ほうこ トムと３時の小人

高橋　うらら 夜の獣医さん　往診専門の動物病院

富安　陽子 ホオズキくんのオバケ事件簿 ４　オバケに時間をぬすまれる！？

　　〃 妖怪一家九十九さん　妖怪一家の時間旅行

豊田　巧 電車で行こう！　遠くはるかな旅立ち！シベリア鉄道と８．６光年の約束

長崎　夏海 さよならのたからばこ

中山　聖子 パパはカッパか！？

七海　まち サキヨミ！ ④　彼のヒミツと大切な人

にかいどう　青 予測不能ショートストーリーズ　文化祭編

　　〃 笑わない王子と恋愛カガク部 ②

乗松　葉子 かえるのエルのともだちになりたい！
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分　野 著　者 書　名

日本のよみもの はせがわ　さとみ ホカリさんとなつのともだち

はやみね　かおる 都会のトム＆ソーヤ 18

日野　祐希 ライブラリー・ツインズ　ようこそ、月島大学図書館へ

廣嶋　玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 16

広瀬　未衣 シンデレラガール ②　映画撮影は恋のはじまり？

福田　岩緒 しゅくだいがっしょう

藤咲　あゆな セカイのハテナ

藤咲　あゆな 源平姫　飛花の章　平時子／巴御前ほか

水無　仙丸 ぜったいバレちゃいけません!!! ③　恋の季節です！？文化祭！

宮下　恵茉 まもってあげたい！運命の相手は鬼男子！？

むらい　かよ おばけマンション 48　おばけガムをたべちゃった！

桃戸　ハル ５億年後に意外な結末　ピグマリオンの銀色の彫刻

　　〃 ５分後に意外な結末Ｑ　正解より素敵なパズルの解き方

山本　悦子 ボーダレス・ケアラー

吉田　純子 どーすんの！？おもちゃゲット大作戦

吉野　万理子 崖の下の魔法使い

外国のよみもの クリス・エディソン 分解系女子マリー

ジラ・ベセル パラゴンとレインボーマシン

ニック・シャラット ねこと王さま　しごとをさがす

ヘレン・リプスコム スパイ・バレリーナ　消えたママを探せ！

マイケル・モーパーゴ ヒナゲシの野原で　戦火をくぐりぬけたある家族の物語

アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット おてんばヨリーとひげおじさん

リンドグレーン 山賊のむすめローニャ

日本の絵本
青柳　貴史/作
中川　学/絵

すずりくん　書道具のおはなし

あべ　弘士 あべ弘士のシートン動物記 ①　オオカミ王ロボ

　　〃 あべ弘士のシートン動物記 ②　ギザ耳ラグ

　　〃 あべ弘士のシートン動物記 ③　灰色グマのワプ

阿部　行夫 東京さんぽ絵本

石井　聖岳 オレじてんしゃ！

いしかわ　こうじ すごい！どうぶつパーク

石津　ちひろ/文
酒井　駒子/絵

すやすやおやすみ

おおなり　修司/文
丸山　誠司/絵

ことりのおまじない

大橋　慶子 どうぶつ勝負はっけよい！
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分　野 著　者 書　名

かねこ　まき めんぼうズ

企画室トリトン なぜなぜクイズずかん　11月

きくち　ちき いろいろかえる

木坂　涼/作
洞野　志保/絵

キツネくんとツルくん

木島　誠悟 おもちゃびょういん

きしら　まゆこ おおかみと７ひきのこやぎとおにいさんおおかみ

きむら　ゆういち/文
篠崎　三朗/絵

町が生まれ 森が広がる　岡田卓也のものがたり

京極　夏彦/文
樋口　佳絵/絵

えほん遠野物語　きつね

黒川　みつひろ 恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい

薫　くみこ/作
オームラ　トモコ/絵

ちいさいごみしゅうしゅうしゃ　ぱっくんはどこだ？

澤野　秋文 スイカワンときもだめし

白水　貴/監修 きのこのこのこふしぎのこ

高木　さんご うさぎのドーナツやさん

たきの　みわこ/文
serico/絵

しろくまきょうだいのおかいもの

武鹿　悦子/作
末崎　茂樹/絵

くすのきだんちのおとなりさん

谷川　俊太郎/文
はた　こうしろう/絵

ぼくとがっこう

たむら　しげる おおきなキャンドル馬車にのせ

つじ　にぬき かくれんぼねこ

どう　なつみ こぶたのメアリとあたらしいおともだち

富安　陽子/文
大島　妙子/絵

オニのサラリーマン　じごく・ごくらく運動会

富安　陽子/文
吉田　尚令/絵

ふしぎな月

とよた　かずひこ いっぱんばし　こちょこちょ

長井　理佳/文
久保　晶太/絵

ねこまめ

ナカオ　マサトシ/作
服部　美法/絵

ねむたくないせんにん

中川　ひろたか/作
サトウ　マサノリ/絵

ぼく、うしになる

中辻　悦子 さんかくならんで

なかの　ひろみ/文
福田　豊文/写真

みてみて！クオッカ　世界いちしあわせなどうぶつ

にしかわ　おさむ １０ぴきのおばけとおおきなふね

ノリタケ・ユキコ/作
椎名　かおる/文

楽園のむこうがわ
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分　野 著　者 書　名

日本の絵本 はらぺこめがね
ＤＪみそしるとＭＣごはん

スパゲッティのうた

古内　ヨシ なんだかたのしそう

ポプラ社 トーマスのひみつ１００　Let's Go！あたらしいせかい

ほりかわ　あやこ 水族館　いきものとひとのいちにち

堀切　リエ/文
長谷川　知子/絵

あっぱれ！どぐうちゃん

正高　もとこ ぐるぐるまぜまぜ　えのぐのしろぽん

村上　勉 おはよう！げんき？　ありさんどんどんのぼったら

やぎ　たみこ きんたろうようちえん

山岡　ひかる ハミガキクエスト

山崎　友也 おもしろれっしゃだいしゅうごう

山本　省三 もしもロボットとくらしたら

ヨシタケ　シンスケ あんなにあんなに

外国の絵本 Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ おさるのジョージ　うんどうかいにでる

　　〃 おさるのジョージ　とうひょうをする

アーノルド・ローベル ふたりはずっと　かしこいちえのことばしゅう

外国の絵本
エイナット・ツァル
ファティ

すなのおしろ

キム・ジヒョン しずかな夏休み

クリスチャン・ロビンソン きみはたいせつ

シモーナ・チラオロ おばあちゃんのたからもの

ジョン・クラッセン そらからおちてきてん

シン・ソンミ 真夜中のちいさなようせい

セバスチャン・ブラウン パパとタイガのとびっきりキャンプ

パク・ジヒ ぼくが見える？

パロマ・バルディビア わたしたち

リール・ネイソン/文 おばけのキルト

ロバート・ブライト おばけのジョージー　とんでいったふうせん

紙芝居
川崎　大治/脚本
馬場　のぼる/絵

ぶんぶくちゃがま

すとう　あさえ/脚本
岡本　よしろう/絵

いもほりチャンピオン
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