
≪新刊案内　４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、宍戸美世さんにご執
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。

（３月受入分）

令和４年

「版画 のはらうた」
（くどう なおこ/詩、ほてはま たかし/画、童話屋）

のはらの生き物たちの詩集です。

「のはらうた」シリーズは「のはらう

た（１～５）」のほか、絵本や英語版ま

で、他にもたくさんの作品がありますが、

私がおすすめしたいのは「版画のはらう

た」です。（５巻まで出版されています）

たんぽぽはるかさん、かぶとてつおく

ん、へびいちのすけくん、こりすすみえ

さん・・・・。

けなげにたくましく生きる「のはらみ

んな」とその詩が、素敵な版画で描かれ

ています。

なんだか心があたたかくなって、元気

が出てくる１冊です。

お気に入りの詩は「ぽいぽい・たいそう」こいぬ けんきち

（p.89）です。さむさをポイする、心の底からあたたかく楽し

い気持ちになる詩です。

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、畜産関係　◆

蔬菜園芸 木嶋　利男 野菜づくりの裏ワザ　決定版

家畜 水谷　尚 牛の血液検査学　よくわかる・得意になる！

駒井　一慶 ふぞろいなキューリと地上の卵

　◆　ビジネス関係　◆

経営管理 高品　孝之 職場いじめから抜け出す３つの視点

職業 飯島　一孝 外交官になるには

パソコン 大林　ひろこ 疲れないパソコン仕事大全

　◆　医療、健康関係　◆

医療 北海道新聞社 北海道の病院　2022

瀬戸　佳子 季節の不調が必ずラク～になる本　花粉症 夏バテ カゼ

黒尾　誠 腎臓が寿命を決める

唯田　拓磨 腰痛は座り方が９割

長沼　睦雄 マンガでわかる　敏感すぎる自分を好きになれる本

夜久　ルミ子 腸リンパを流せば驚くほどお腹からやせる

内田　輝和 ひざの痛みに寝たまま空中スクワット

渡辺　淳也 ひざの激痛が３０秒～でよくなる　ひざ皿ストレッチ

平松　類 眼科医だけが知っている　一生視力を失わない５０の習慣

ＮＨＫ出版 口トレ・脚トレで“若返り”！老化のもと「フレイル」を防ぐ

石井　光太 ルポ自助２０２０　頼りにならないこの国で

塩野崎　淳子 ７０歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食事に変える！

永井　峻 しんどい心によく効く　１日１分みぞおちもみ

原田　奈名子 はたらく女性のためのボディワーク

前田 浩、古澤 靖子 抗がん剤の世界的権威が伝授！　最強の野菜スープ活用レシピ

牧野　直子/監修 FOOD&COOKING DATA 塩分早わかり　第５版

　◆　スポーツ・運動関係　◆

スポーツ office LAC-U ジュニアアスリートのための栄養学講座

須山　翔太郎/監修 ボディビル　レベルアップバイブル

新体操 橋爪　みすず/監修 技術と表現を磨く！魅せる新体操　上達のポイント５０

野球 田尻　賢誉 智弁和歌山・髙嶋仁のセオリー

　　〃 日大三高・小倉全由のセオリー

　　〃 明徳義塾・馬淵史郎のセオリー

　　〃 竜谷大平安・原田英彦のセオリー

スケートボード 早川 大輔、赤熊 寛敬 コツが身につく　スケートボード

登山 山と渓谷社 日本人とエベレスト　植村直己から栗木史多まで

　◆　まちづくり・地方自治関係　◆

地方財政 地方財政調査研究会 過疎・辺地債ハンドブック　新過疎法対応

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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・図書関係　◆

図書館 アメリカ図書館協会 図書館の原則　改訂５版

奥泉　和久/編 現代日本図書館年表　1945-2020

内野　安彦 行政マンとして図書館員が忘れていること

読書 家の光協会 農村と読書　2021

養老　孟司 ＜自分＞を知りたい君たちへ　読書の壁

　◆　郷土・地域資料、北海道関係　◆

標茶町 標茶町 標茶町第５期総合計画　第１次３ヶ年実施計画書

標茶町観光商工課 標茶町観光振興計画　令和３年７月

中茶安別小中学校 落葉松　第４５集　中茶安別小中学校文集 令和３年度

虹別小学校 虹の道　第22集　虹別小学校文集　令和３年度

北海道史 札幌白石2021年事業準備会 白石ものがたり（１～４）

地理・紀行 情報メディア編集部 るるぶ　サ活　北海道サウナガイド

まっぷるマガジン社 まっぷる北海道’２３

気象学 北海道開発協会 北海道における脱炭素社会に向けた取組み

環境工学 環境生活部 北海道環境白書’２１

《哲学・宗教》

人生訓 大塚　宣夫 医者が教える非まじめ老後のすすめ

けん三（下田憲） 泣いて笑って、生きていく　こころのことば

各宗 瀬戸内　寂聴 あなたの心に青空を

《歴史・地理》

世界史 吉川弘文館 世界史年表・地図

日本史 　　〃 日本史年表・地図

《社会科学》

社会科学 成毛　眞 ２０４０年の未来予測

政治 大野　和基 オードリー・タンが語る　デジタル民主主義

柳田　邦男 この国の危機管理　失敗の本質　ドキュメンタリー・ケーススタディ

経済政策 野口　悠紀雄 日本が先進国から脱落する日

中村　哲 わたしは「セロ弾きのゴーシュ」　中村哲が本当に伝えたかったこと

《自然科学》

自然科学 中谷　宇吉郎 科学と人生（文庫）

哺乳類 ジム＆ジェイミー・ダッチャー オオカミの智恵と愛

南　正人 シカの顔、わかります　個性の生態学

《技術・工学》

都市工学 高堂　彰二 トコトンやさしい　水道の本

環境 池原　庸介 最新カーボンニュートラルの基本と動向がよ～くわかる本

生活科学 アベ　ナオミ マンガでわかる　ひとり暮らしのトリセツ

田中　ナオミ がんばりすぎない家事の時短図鑑（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

《技術・工学》

衣服・裁縫 石原　美緒 小さな女の子の可憐なお洋服

いわせ　あさこ 他 ちいさなお直し

ミムラ　トモミ お直しにも、かわいいワンポイントにも！　ダーニング刺繍

手芸 アップルミンツ 優美なクロッシェレース　モチーフ＆ドイリー

エクスナレッジ 結んでつくるマクラメの猫ハンモック

日本ヴォーグ社 完全保存リクエスト版　かぎ針編みのコサージュ大全集

矢島　佳津美 ちりめんで作る　かんたん、かわいい、つるし飾り

料理 市瀬　悦子 食材２つで大満足弁当

伊藤　尚美 ATELIER to nani IRO　季節をまとう一年の服

上島　亜紀 朝ラク！スポーツ部活弁当

大麦粉普及プロジェクト おうちで作る大麦粉料理

てぬキッチン 宇宙一らくちんなのに超美味しい！もっと！魔法のてぬきごはん

中山　真由美 決定版　ふわふわ、しっとり、とろけるシフォン

夏見　奈央子 納豆がもっと好きになる　＃感動の納豆レシピ

前田　量子 ロジカル電子レンジ調理

《芸術・美術》

絵画 道立釧路芸術館 日本画家　羽生輝　悠久の岬を望む

松田 健児、副田 一穂 もっと知りたいミロ　生涯と作品

ターシャ・テューダー ターシャ・テューダーのイラスト図鑑

チャーリー・マッケジー ぼく モグラ キツネ 馬

音楽理論 自由現代社 挫折しないコード入門

映画 桑原　晃弥 自分らしい生き方を貫く　樹木希林の言葉

《文学》

文学 ル＝グウィン いまファンタジーにできること（文庫）

重里 徹也、助川 幸逸郎 教養としての芥川賞

詩歌 内館　牧子 消えた歌の風景 PART１　懐かしい２１の童謡・唱歌

小説 赤川　次郎 黄緑のネームプレート　杉原爽香４６歳の秋（文庫）

　　〃 焦茶色のナイトガウン　杉原爽香４７歳の冬（文庫）

朝比奈　あすか ななみの海

阿刀田　高 おいしい命　阿刀田高傑作短編集（文庫）

雨穴 変な家

有馬　美季子 はないちもんめ（文庫）

　　〃 はないちもんめ　秋祭り（文庫）

　　〃 はないちもんめ　冬の人魚（文庫）

　　〃 はないちもんめ　夏の黒猫（文庫）

　　〃 はないちもんめ　梅酒の香（文庫）

　　〃 はないちもんめ　世直しうどん（文庫）

　　〃 はないちもんめ　福と茄子（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）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

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

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

- 4 -



分　野 著　者 書　名

伊岡　瞬 赤い砂（文庫）

　　〃 悪寒（文庫）

　　〃 瑠璃の雫（文庫）

一穂　ミチ 砂嵐に星屑

上田　秀人 辻番奮闘記　危急（文庫）

　　〃 辻番奮闘記 二　御成（文庫）

　　〃 辻番奮闘記 三　鎖国（文庫）

　　〃 辻番奮闘記 四　渦中（文庫）

内田　康夫 名探偵・浅見光彦全短編

逢坂　剛 ブラック・ムーン

小川　糸 真夜中の栗（文庫）

小野寺　史宜 いえ

海堂　尊 奏鳴曲　北里と鴎外

角田　光代 タラント

風野　真知雄 わるじい慈剣帖(八)　だれだっけ（文庫）

門井　慶喜 信長、鉄砲で君臨する

神永　学 心霊探偵八雲　SHORT STORIES（文庫）

木原　音瀬 捜し物屋まやま（文庫）

木原　音瀬 捜し物屋まやま ２（文庫）

倉阪　鬼一郎 夢屋台なみだ通り（文庫）

　　〃 幸福団子　夢屋台なみだ通り ２（文庫）

　　〃 陽はまた昇る　夢屋台なみだ通り ３（文庫）

近藤　史恵 シャルロットのアルバイト

佐伯　泰英 新・酔いどれ小籐次(二十二)　光る海（文庫）

坂木　司 楽園ジューシー

佐野　広実 誰かがこの町で

芝村　凉也 長屋道場騒動記(八)　迷い熊笑う（文庫）

小路　幸也 花咲小路二丁目の寫眞館

新堂　冬樹 ろくでなしひとでなし（文庫）

鈴木　るりか 落花流水

髙田　郁 あきない世傳　金と銀(十二)　出帆篇（文庫）

高田　崇史 他 読んで旅する鎌倉時代（文庫）

辻村　深月 レジェンドアニメ！

寺地　はるな タイムマシンに乗れないぼくたち

堂場　瞬一 ０　ＺＥＲＯ

中場　利一 それぞれの風の物語　喫茶テンノットより

錦見　映理子 恋愛の発酵と腐敗について

西村　京太郎 十津川警部　殺意は列車とともに

楡　周平 サンセット・サンライズ

東山　彰良 怪物

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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 樋口　明雄 南アルプス山岳救助隊Ｋ－９　クリムゾンの疾走（文庫）

藤井　邦夫 新・知らぬが半兵衛手控帖　埋蔵金（文庫）

藤沢　周平 決闘の辻（文庫）

冬森　灯 うしろむき夕食店

宮内　悠介 かくして彼女は宴で語る　明治耽美派推理帖

吉野　万理子 階段ランナー

エッセイ 阿川　佐和子 ないものねだるな

五木　寛之 背進の思想

岸本　葉子 ５０代ひとり暮らし　小さく、気持ちよく

ジェーン・スー きれいになりたい気がしてきた

乃南　アサ 続・犬棒日記

吉本　ばなな 人生の旅をゆく ４

実録 安部 信吾・千恵・はな はなちゃんのみそ汁　青春篇

外国文学 李　娟 冬牧場　カザフ族　遊牧民と旅をして

ナーズム・ヒクメット ナーズム・ヒクメット詩選　アジアの現代文芸[トルコ]

Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 終わらざりし物語（上・下）（文庫）

アンソニー・ホロヴィッツ カササギ殺人事件（上・下）（文庫）

エイドリアン・マッキンティ アイル・ビー・ゴーン（文庫）

　　〃 ガン・ストリート・ガール（文庫）

　　〃 コールド・コールド・グラウンド（文庫）

　　〃 サイレンズ・イン・ザ・ストリート（文庫）

ホリー・ジャクソン 自由研究には向かない殺人（文庫）

《雑誌》 ＮＨＫ出版 きょうの健康　2022年４月号

　　〃 きょうの料理　2022年４月号

　　〃 すてきにハンドメイド　2022年４月号

クナウマガジン northern style スロウ　vol.70 Winter 2022

暮しの手帖社 暮しの手帖　17　春　2022年4-5月号

ＪＴＢパブリッシング ＪＴＢ時刻表　2022年３月号

　　〃 ＪＴＢ時刻表　2022年４月号

集英社 ＬＥＥ　2022年４月号

出版文化産業振興財団 この本読んで！　2022年春　第82号

太陽 クォリティ　2022年４月号

デーリィマン社 DAIRYMAN　2022年３月号

婦人之友社 かぞくのじかん　2022年春号　vo.59

ブティック社 コットンフレンド　2022年春号　vol.82

ぶらんとマガジン社 ＨＯ　2022年５月号　vol.174

暮しの手帖社 暮しの手帖別冊　春野菜 夏野菜 決定版レシピ

日本の祭りネットワーク 年刊　日本の祭り　2021～22年版
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【 児 童 図 書 】

『くまちゃんがちいさくなっちゃった』

トム・エリヤン/文、ジェーン・マッセイ/絵、

なかがわ ちひろ/訳、光村教育図書

お父さんがくれたのは、とっても大きなくまちゃん。ぼく、大

きなくまちゃんが好き。でもあるひ、くまちゃんが縮んじゃって

…。大好きなくまのぬいぐるみとのふれあいを通して、少年の成

長をさわやかに描いた絵本。

『よそんちの子』

いとう みく/文、池辺 葵/絵、ほるぷ出版

小学１年生のなこの家に、４歳のかなちゃんが一人でやってきま

した。かなちゃんのお母さんが手術をするためです。でも家族みん

なが、かなちゃんばかりをひいきするので、なこは悲しくなって家

出をすることに…。

『オカルト探偵ヨシダの実話怪談 ファイル３ いないいない』

吉田 悠軌/著、市川 友章/画、岩崎書店

不気味な世界へおいでやす――。オカルト探偵ヨシダが日本全国を

取材・調査して収集した数々の奇妙な話の中から、「木の駅」「墓あ

らし」「線路ぞいの女」など、とっておきの実話怪談１８編を紹介す

る。

『いっしょだね いっしょだよ』

きむら だいすけ/作、講談社

おおあくびしているカバの親子、お散歩しているゾウの親子、

朝になってひなたぼっこをしているミーアキャットの親子…。い

ろいろな動物の親子の愛情あふれる姿を描いた、親子で一緒に読

みたい絵本。

- 7 -



分　野 著　者 書　名

《歴史・地理》

伝記 神野　正史/監修 歴史人物バトル　アメリカ編　坂本龍馬vs.エジソン

　　〃 歴史人物バトル　フランス編　織田信長vs.ナポレオン

森　孝之/監修 北里柴三郎　学習漫画人物館

《社会科学》

政治 ニッポンの総理大臣編集部 ニッポンの総理大臣

社会学 マンガデザイナーズラボ 年金のひみつ　学研まんがでよくわかる

文化 アイヌ民族文化財団 アイヌ民族：歴史と現在　未来を共に生きるために

《自然科学》

地球 令丈　ヒロ子 よみがえれ、マンモス！

動物 長尾　充徳 ゴリラのきずな　京都市動物園のゴリラファミリー観察記

《産業・商業》

水産業 小室　栄子 ほたてのひみつ　学研まんがでよくわかる

マリサ 秋さけのひみつ　学研まんがでよくわかる

水木　繁 こんぶのひみつ　学研まんがでよくわかる

《芸術・美術》

音楽 松本　宏康/監修 吹奏楽部のトリセツ！

《文学》

日本のよみもの あさば　みゆき サバイバー！！②　緊急避難！うらぎりの地下商店街

　　〃 歴史ゴーストバスターズ ②　ライバル登場！？ドキドキ合宿

有栖川　有栖 ほか 謎解きミステリー

あんびる　やすこ なんでも魔女商会 28　お花のドレスのＢプラン

池田　あきこ ダヤンの冒険物語　ダヤンと霧の竜

石崎　洋司 ひみつのおばけ一家 ３　リアルおばけの脱出ゲーム！

板橋　雅弘 ほんとのママはゴールドマリー

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

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

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

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

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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

いとう　みく よそんちの子

折原　みと きみと１００年分の恋をしよう　大好きがいっぱい

清谷　ロジィ あなたがくれたスパークル

倉橋　燿子 夜カフェ １１

こすぎ　さなえ たんじょうびはジェットコースター

杉本　りえ 馬と明日へ

宗田　理 探検！いっちょかみスクール　怪盗の後継者編

染谷　果子 ホラーチック文具　５分間ノンストップショートストーリー

鳴海　風 この空のずっとずっと向こう

乗松　葉子 かえるのエルのお母さんになりたい！

はんだ　浩恵 ソラモリさんとわたし

日向　理恵子 火狩りの王　＜外伝＞野ノ日々

　　〃 星のラジオとネジマキ世界

ひの　ひまり 他 おもしろい話、集めました。A

深海　ゆずは スイッチ！ ９　ちょっと待った！カレカノ宣言、注意報！

藤咲　あゆな セカイのハテナ ②　時の方舟

水無　仙丸 ぜったいバレちゃいけません！！！④　「好き」のきもちと特別授業

緑川　聖司 図書室の怪談　黄泉の本

宮下　恵茉 まもってあげたい！ ②　わたしの中の記憶

吉田　桃子 推しトモ！

吉田　悠軌 オカルト探偵ヨシダの実話怪談 ファイル３　いないいない

外国のよみもの 金原　瑞人/編 小さな手　ホラー短編集

ケリー・ヤン わたしのアメリカンドリーム

小手鞠　るい はじめての赤毛のアン　アイスクリームのピクニック

ジェニファー・Ｌ・ホルム 火星のライオン

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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

外国のよみもの ジェフ・キニー グレッグのダメ日記 １６　はじめて、あじわえたよ

シェリー・ピアソル 空から見える、あの子の心

ミランダ・ジョーンズ ミオととなりのマーメイド　海色のきおくはミステリー。

リック・リオーダン アポロンと５つの神託 ５　太陽の神

リンジー・マティック 他 プーさんの戦争　世界一有名なクマのお話

ハビエル・マルピカ おとなってこまっちゃう

日本の絵本 あずみ　虫 じゅうじゅうじゅう

新井　洋行 たこさとる

安野　光雄 旅の絵本Ⅹ　オランダ編

五十嵐　美和子 ヤマネコとアザラシちょうさだん

石黒　亜矢子 ねこまたごよみ

いもと　ようこ かさじぞう

いりやま　さとし ぴよちゃんのありがとう

　　〃 ぴよちゃんのおつかい

宇井　眞紀子 伝え守る　アイヌ三世代の物語

内田　麟太郎/詩
南塚　直子/絵

ともだち

小野寺　悦子 はいはいするものよっといで

かこ　さとし 秋

角野　栄子/作
牧野　鈴子/絵

おはいんなさい　えりまきに

神沢　利子/作
堀内　誠一/絵

てんのくぎをうちにいったはりっこ

聞かせ屋。けいたろう/文
おくはら　ゆめ/絵 あいたい　あいたい　あいうえお

岸田　衿子 ほか/文
堀内　誠一/絵

どうぶつしんぶん

岸田　衿子/作
堀内　誠一/絵

いかだはぴしゃぴしゃ

きむら　だいすけ いっしょだね　いっしょだね
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分　野 著　者 書　名

日本の絵本 きたやま　ようこ あなたのおなまえは？

　　〃 こっちとこっちどっち？

　　〃 とんとん「はいってます」

京極　夏彦/文
飯野　和好/絵

えほん遠野物語　ばけもの

桜木　柴乃 サチコさんのドレス

澤野　秋文 かいじゅうたくはいびん

シゲタ　サヤカ クリコ

鈴木　真実 ひみつひみつのひなまつり

すずき　みほ だれかさんのかたっぽてぶくろ

関屋　敏隆 北極点　かける！クマ　犬ぞりアタック隊

園田　トト おにぎりちゃん

武田　美穂 あ・さ・ご・は・ん！

ちかぞう/文
山本　直洋/写真

そらをとびたい

トラネコボンボン
なかにし　なちお

のうじょうにすむねこ

永田　浩一 おしたらおしまい

なかや　みわ やさいのがっこう　いちごちゃんはやさいなの？

はせがわ　さとみ/作
nakaban/絵

バスにのるひ

はらだ　よしこ はりねずみくんのゆきだるま

ひらぎ　みつえ やってみたいな　おみせやさん

堀内　誠一 てがみのえほん

本木　洋子 どうぶつえんにいらっしゃい

もとした　いづみ/作
ふくだ　いわお/文

ひなまつりセブン

桃戸　栗子 どうしてパパとけっこんしたの？　どうぶつたち それぞれのこたえ

山本　孝 アブナイこうえん
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分　野 著　者 書　名

山口　智子/再話
堀内　誠一/画

フランス民話　きこりとおおかみ

　　〃 フランス民話　ふくろにいれられたおとこのこ

外国の絵本 アレックス・ノゲス/文 山の上に貝がらがあるのはなぜ？　はじめての地質学

イチンノロブ・ガン
バートル/文

空とぶ馬と七人のきょうだい　モンゴル北斗七星のおはなし

クォン・ジャギャン/文 トゲトゲくんは　ね、

コーリン・アーヴェリス/文 ばあばにえがおをとどけてあげる

ジーン・リーディ/文 しあわせぎゅ～っ！

ジム・バークレム のバラの村の雪まつり

ソーニャ・ハートネット/文 青い花のえかきさん

トーベ・ヤンソン ムーミン谷のなかまたち　ムーミンパパの島

トム・エリヤン/文 くまちゃんがちいさくなっちゃった

ヒド・ファン・ヘネヒテン おさかなちゃんのおいでおいで

　　〃 おさかなちゃんのばいば～い

ペトル・ホラチェック せかいでいちばんのばしょ

マルリョケ・ヘンリヒス やぁだ！

ミゲル・タンコ すうがくでせかいをみるの

紙芝居
こが　ようこ/脚本
ひろかわ　さえこ/絵

たんぽぽぐみのおへやです

新沢　としひこ/脚本
市居　みか/絵

レレコせんせいのおまじない

田中　六大 フーコとライタのにんじゃしゅぎょう

うえだ　しげこ ぼくはぼくのおいしゃさん　つよいからだ紙芝居

しもとり　えり/作
しょこら・ぺす/絵

はんばれ！おなかのなかのゼンダマン　つよいからだ紙芝居

つぼい　ひろき いえでおふろ　つよいからだ紙芝居

宮崎　総一郎
さいとう　しのぶ

ネルコハソダツネルコハソダツ…　つよいからだ紙芝居

もなみ　なみこ
うごくのだいすき！ツヤツヤホカホカニコニコほっぺ
つよいからだ紙芝居
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