
≪新刊案内　７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、森山直子さん（川上）より情報をいただきました。なお、今回紹介された「風と
共にゆとりぬ」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。

（６受入分）

令和４年

「風と共にゆとりぬ」
（朝井 リョウ／著、文藝春秋）

「風と共に」…と言っても「去りぬ」

ではない。若き直木賞作家、朝井リョウ

の第２エッセイ集である。

「ゆとりぬ」ってどういう意味？こん

な日本語あった？と思って手に取ったの

がきっかけだ。

内容は彼の日常を綴った、素敵な話…

ではなく、失敗談やら呆れるエピソード

が満載で、これが心の底から笑えるのだ。それもクスクス…

の忍び笑いではなく爆笑！

特に本の後半、特別に長く書かれた「肛門記」は、ビロウ

な話ながら、実にお気の毒、もう涙（？）なくしては読めな

い一大闘病記となっている。

ちょっと気持ちが落ち込んだ時、または、何か面白い楽し

い本を読みたいという時に、私が自信を持って是非おすすめ

したい一冊だ。ちなみに第１エッセイ集「時をかけるゆと

り」も同様に面白い。

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】

　◆　農業関係　◆

農業 北海道開発協会 北海道における農林業の担い手　人材育成

八木　宏典/監修 図解　知識ゼロからの現代農業入門

製粉振興会/編 小麦粉の魅力　豊かで健康な食生活を演出

　◆　ビジネス関係　◆

哲学 百田　尚樹 成功は時間が10割（文庫）

ビジネス 日野　勝吾 2022年義務化対応　内部通報・行政通報の実務

松崎　隆司 経営者交代　ロッテ創業者はなぜ失敗したのか（続）重光武雄論

職業 山本　健翔 声優になるには　改訂版

　◆　教育関係　◆

学校 広田　照幸 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか

奨学金 久米 忠史、福井 剛司 もらえる！借りる！奨学金の完全活用ガイド2022

大学 橋口　佐紀子 大学学部調べ　歯学部　中高生のための学部選びガイド

特別支援教育 小野川　文子 特別支援学校寄宿舎のまどから

百々　佑利子 バトラーさんの贈りもの　「クシュラの奇跡」と歩んだ日々

　◆　保育、育児関係　◆

育児 おやま コミュ力０ママでも育児の人間関係なんとかなるよＢＯＯＫ

　◆　医療、健康関係　◆

人生訓 石川　恭三 老いて今日も上機嫌！　病気知らず86歳名医の健康習慣77

医療 加藤俊徳 すごい左利き　「選ばれた才能」を120%活かす方法

丹羽　潔 最新　頭痛の治し方大全　日本初の頭痛専門クリニックが教える

　◆　スポーツ・運動関係　◆

スポーツ 島沢　優子 スポーツ毒親　暴力・性虐待になぜわが子を差し出すのか

テニス 大坂　環 トンネルの向こうへ　「あと一日だけがんばる」無謀な夢を追い続けた日々

水上競技 ジル・ハイナース イントゥ・ザ・プラネット

　◆　まちづくり・地方自治関係　◆

地方自治 過疎対策研究会/編 逐条解説　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

畠田千鶴/監修 地域おこし協力隊の強化書　12人の奮闘から学ぶ

　◆　読書・図書関係　◆

図書館 日本図書館協会 「図書館の自由に関する宣言　1979年改訂」解説　第3版

資料保存 高岡　容子/原案・監修 図書館のための簡単な本の修理

　◆　鉄道関係　◆

鉄道 芦原　伸 北海道廃線紀行　草原の記憶をたどって

鼠入 昌史、佐藤 来未 絶滅危惧鉄道２０２２

番匠　克久 絶景　北海道の鉄道

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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】
　◆　アイヌ民族関係　◆

個人伝記 石村　博子 ピリカ　チカッポ（美しい鳥）知里幸恵「アイヌ神謡集」

　◆　郷土・地域資料、北海道関係　◆

郷土資料 クスリ凸凹旅行舎 〈語り継ぐ〉釧路の松浦武四郎　北海道・釧路命名150年を超えて

個人伝記 合田　一道 北国に光を掲げた人々（四十）　北海道が生んだ九人の横綱

地理・紀行 まっぷるマガジン おいしい道の駅ドライブ　北海道

生物 徳田　龍弘 北海道爬虫類・両生類ハンディ図鑑　増補新版

林業 北海道水産林務部総務課 令和3年度　北海道森林づくり白書

水産経済 　　〃 北海道水産業・漁村のすがた2022　北海道水産白書

狩猟 西村　武重 北海の狩猟者　羆撃ちと山釣りに明け暮れたある開拓者の記録

《哲学・宗教》

心理学 入倉　隆 手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか？

倫理、道徳 前野　隆司 幸せのメカニズム　実践・幸福学入門

人生訓 和田　秀樹 80歳の壁

《歴史・地理》

考古学 木村 淳、小野 林太郎 図説　世界の水中遺跡

スペイン史 館石 博高、黒田 祐我 図説　スペインの歴史

個人伝記 牧野　冨太郎 草木とともに　牧野富太郎自伝（文庫）

地理・紀行 木村　聡 不謹慎な旅　負の記憶を巡る「ダークツーリズム」

《社会科学》

社会 池上　彰 池上彰の世界の見方　東欧・旧ソ連の国々　ロシアに服属するか、敵となるか

民法 東京弁護士会法友会/編 死後事務委任契約実務マニュアル　Ｑ＆Ａとケース・スタディ

刑法 坂上　香 プリズン・サークル

租税 清田　幸弘 相続専門の税理士、父の相続を担当する

社会保障 中尾 幸村、中尾 孝子 図解　わかる年金　2022-2023年版

社会福祉 澁谷　智子 ヤングケアラーってなんだろう

末並　俊司 マイホーム山谷

菅野　尚夫 福島に生きる　頭上げ屈せず10年　被害者の証言

《自然科学》

動物 村上　詩織 ほか 日本クマ事件簿　臆病で賢い山の主は、なぜ人を襲ったのか

《技術・工学》

環境工学 環境省/編 環境白書　令和4年版

建築学 屋敷　康蔵 住宅営業マンぺこぺこ日記

機械 藤原　麻里菜 無駄なマシーンを発明しよう！

燃料 CN2燃料の普及を考える会 図解でわかるカーボンニュートラル燃料

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

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

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

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

《技術・工学》

食品工業 クラフトコーラ愛好会 魅惑のクラフトコーラ

衣服 杉山　律子 手持ちの服でなんとかなります

生活科学 大崎　博子 89歳、ひとり暮らし。　お金がなくても幸せな日々の作りかた

料理 牛尾　理恵 大豆ミートでキレイやせ

住居 ほしのこ Make My Best Life

《産業・商業》

造園 天野　麻里絵 一年中美しい　手間いらずの小さな庭づくり

ペット コツメカワウソ研究会 カワウソをよく知るための本

《芸術・美術》

芸術史 柳宗　悦 琉球の富（文庫）

洋画 奥田　修一 芸術、愛、祈りの庭　奥田修一の世界

中野　京子 中野京子と読み解く　フェルメールとオランダ黄金時代

漫画 水木プロダクション/監修 水木しげる魂の漫画展

デザイン アートインプレッション カッサンドル・ポスター展　グラフィズムの革命

写真 森山大道写真財団/監修 別冊太陽　森山大道　写真とは記憶である

工藤　正市 青森　1950-1962　工藤正市写真集

土肥　美帆 北に生きる猫

陶磁工芸 白崎　紗織 きらきらときめく　ワイヤーレジンでつくるアクセサリーと小物

木竹工芸 なかたに　もとこ/監修 はじめてさんに作ってほしい！　ペーパークイリング　スタートブック　

ブティック社 焦がして描く　ぬくもりのハンドメイド　ウッドバーニングのすべて

皮革工芸 勝村　岳/監修 手縫いの革小物　ポーチとポシェット　12のレシピ

映画 小林 淳 東宝空想特撮映画　轟く　1954-1984

名取　弘文/編 ナトセンおすすめ　シニア映画館

大衆演芸 柏木　新 明治維新と噺家たち　江戸から東京への変転の中で

《言語》

語源 日本語倶楽部/編 語源５０１　意外すぎる由来の日本語

《文学》

詩歌 石垣りん 石垣りん詩集

金子　みすゞ 金子みすゞ詩集

中原　中也 中原中也詩集

萩原　朔太郎 萩原朔太郎詩集

まど・みちお まど・みちお詩集

吉野　弘 吉野弘詩集

河出書房新社 文藝別冊　茨木のり子〈増補新版〉「言の葉」のいのり

（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　　　　　　　　　　　　　【一 般 図 書】
短歌 永田　和宏 あの胸が岬のように遠かった　河野裕子との青春

川柳 みやぎシルバーネット 笑いあり、しみじみあり　シルバー川柳　丘を越えて編

小説 逢坂　冬馬 同志少女よ、敵を撃て

赤川　次郎 たそがれの侵入者

　　〃 幽霊認証局（文庫）

あさの　あつこ 飛雲のごとく

安壇　美緒 ラブカは静かに弓を持つ

伊坂　幸太郎 マイクロスパイ・アンサンブル

絲山　秋子 まっとうな人生

稲羽　白菟 オルレアンの魔女

稲葉　稔 武士の流儀(七)（文庫）

上田　秀人 布武の果て

宇佐美　まこと 夢伝い

宇佐見　りん くるまの娘

太田　紫織 櫻子さんの足元には死体が埋まっている　Side Case Summer（文庫）

　　〃 涙雨の季節に蒐集家は、　あなたがくれた約束（文庫）

大山　淳子 猫弁と幽霊屋敷

小野寺　史宜 奇跡集

垣谷　美雨 あきらめません！

柏井　壽 鴨川食堂しあわせ（文庫）

風野　真知雄 耳袋秘帖　南町奉行と我舎髑髏（文庫）

桂　望実 残された人が編む物語

門田　泰明 浮世絵宗次日月抄　汝よさらば(三)（文庫）

　　〃 浮世絵宗次日月抄　汝よさらば(四)（文庫）

　　〃 浮世絵宗次日月抄　汝よさらば(五)（文庫）

加納　朋子 空をこえて七星のかなた

香納　諒一 新宿花園裏交番　ナイトシフト

窪　美澄 夜の星を放つ

小手鞠　るい 情事と事情

今野　敏 石礫　機捜２３５

今野　敏 無明　警視庁強行犯係・樋口顕

西條　奈加 よろずを引くもの　お蔦さんの神楽坂日記

佐伯　泰英 風に訊け　空也十番勝負(七)（文庫）

　　〃 狂う潮　新・酔いどれ小藤次(二十三)（文庫）

坂井　希久子 江戸彩り見立て帖　朱に交われば

桜木　紫乃 孤蝶の城

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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】
小説 桜庭　一樹 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない　A Lollypop or A Bullet（文庫）

佐藤　友哉 青春とシリアルキラー

小路　幸也 〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶

　　〃 ハロー・グッドバイ　東京バンドワゴン

新川　帆立 競争の番人

新堂　冬樹 任侠ショコラティエ

砂川　文次 小隊（文庫）

蝉谷　めぐ実 化け者心中

田中　兆子 甘いお菓子は食べません（文庫）

知念　実希人 死神と天使の円舞曲

辻堂　魁 寒月に立つ　風の市兵衛 弐-29（文庫）

　　〃 斬雪　風の市兵衛 弐-30（文庫）

　　〃 春風譜　風の市兵衛 弐-31（文庫）

恒川　光太郎 化物園

中山　七里 棘の家

七尾　与史 イーヴィル・デッド　駄菓子屋ファウストの悪魔

西尾　維新 美少年椅子（文庫）

　　〃 美少年蜥蜴【光編】（文庫）

西村　京太郎 愛の伝説・釧路湿原（文庫）

西村　賢太 雨滴は続く

乗代　雄介 パパイヤ・ママイヤ

帚木　蓬生 花散る里の病棟

原田　ひ香 古本食堂

笛吹　太郎 コージーボーイズ、あるいは消えた居酒屋の謎

藤井　邦夫 隙間風　新・知らぬが半兵衛手控帖（文庫）

町田　そのこ 宙ごはん

松岡　圭祐 ＪＫ（文庫）

水野　敬也 夢をかなえるゾウ０　ガネーシャと夢を食べるバク

宮部　みゆき 子宝船　きたきた捕物帖(二)

村木　嵐 阿茶

村山　由佳 てのひらの未来　おいしいコーヒーのいれ方 Second Season：アナザーストーリー

山本　幸久 人形姫

吉川　永青 高く翔べ　快商・紀伊國屋文左衛門

エッセイ 伊集院　静 大人への手順

瀬戸内　寂聴 今日を楽しく生きる　「寂庵だより」2007-1998年より

多和田　葉子 カタコトのうわごと
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【一 般 図 書】
エッセイ 万城目　学 万感のおもい

三浦　しをん ほか とあるひととき　作家の朝、夕暮れ、午後十一時

群　ようこ 今日は、これをしました

　　〃 パンチパーマの猫（文庫）

山口　瞳 山口瞳　男の作法　面白可笑しく

対談 ヤマザキ マリ、養老 孟司 地球、この複雑なる惑星に暮らすこと

紀行文 椎名　誠 シルクロード・楼蘭探検隊

外国文学 キム・ヘジン 娘について

アレン・エスケンス 過ちの雨が止む（文庫）

アンソニー・ホロヴィッツ メインテーマは殺人（文庫）

ジェフリー・ディーヴァー 死亡告示　トラブル・イン・マインドⅡ（文庫）

アーナルデュル・インドリダソン 印　サイン

ローラン・プティマンジャン 夜の少年

《雑誌》 ＮＨＫ出版 ＮＨＫ１００分de名著　2022年6月号　阿部公房　砂の女

　　〃 きょうの健康　2022年7月号

　　〃 きょうの料理　2022年7月号

　　〃 すてきにハンドメイド　2022年7月号

親子読書地域文庫全国連絡会 子どもと読書　2022年7･8月号　№454

釧路文学団体協議会 釧路春秋　第88号　2022.5　春季号

クナウマガジン northern style スロウ　vol.71　early summer　2022

ＪＴＢパブリッシング ＪＴＢ時刻表　2022年7月号

集英社 ＬＥＥ　2022年7月号

出版文化産業振興財団 この本読んで！　2022年夏　第83号

主婦と生活社 コットンタイム　2022年7月号　№163

小学館 サライ　2022年7月号

太陽 クォリティ　2022年7月号

デーリィマン社 DAIRYMAN　2022年6月号

婦人之友社 かぞくのじかん　2022年夏号　VOL.60

ブティック社 コットンフレンド　2022年夏号　vol.83

ぶらんとマガジン社 ＨＯ　ほ　2022年8月号　Vol.177

文藝春秋 文藝春秋　2022年7月号
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【 児 童 図 書 】

『ブルーナのしかけえほん まんまるなあに』

ディック・ブルーナ/絵、村田 さち子/文、講談社

ページにあいた、まるい穴から見えるのはなあに？時計、風船、ぶど

う、車のタイヤ…。まんまるって、いっぱいあるね。ディック・ブルー

ナの上質なイラストによるしかけ絵本。

『花まる学習会式 12才までに身につけたい 時間の使い方』

花まる学習会/著、日本能率協会マネジメントセンター

どうして遅刻をしてはいけないの？「時間の使い方」についての１０

の秘密やアドバイスを紹介。スケジュールの立て方などが楽しく学べる、

書き込み式のクイズや迷路も掲載。保護者向けの解説付き。

『伝えよう心にのこる 偉人たちの名言』

国土社編集部/編、国土社

西郷隆盛「敬天愛人」、孔子「過ぎたるは なお及ばざるがごと

し」…。偉人が残した名言を「いい成績を取りたい！」などの目的

別に紹介し、偉人の生涯や信念を解説。悩める人におくる、偉人か

らのメッセージも掲載。

『パンダのんびりたいそう』

いりやま さとし/作、講談社

パンダの親子がゆーらり、たっぷん、ぷかぷか、のんびり、のん

びり…。パンダといっしょに身体をゆっくり動かしてリラックスし

ましょう！「パンダたいそう」シリーズ第６弾。
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】

《哲学・宗教》

倫理、道徳 国土社編集部/編 伝えよう心にのこる偉人たちの名言

花まる学習会 12才までに考えたい　将来のこと

　　〃 12才までに身につけたい　時間の使い方

《歴史・地理》

日本史 チーム・ガリレオ 歴史探偵Ｋのタイムワープ　鎌倉時代からの挑戦状！

伝記 岡田　好惠 カマラ・ハリス物語

後藤ひろみ/原作 鎌倉人物伝　北条政子　コミック版日本の歴史

《社会科学》

社会学 花まる学習会 12才までに身につけたい　気持ちの伝え方

　　〃 12才までに身につけたい　人間関係のコツ

教育 　　〃 12才までに身につけたい　勉強のしかた

文化 倉持　よつば 桃太郎は嫁探しに行ったのか？

《技術・工学》

環境 アンナ・クレイボーン リサイクル・プラネット

エネルギー MAKO. ＳＤＧｓのひみつ⑦　エネルギーをみんなに そしてクリーンに　学研まんが　

船 半田　滋 戦争と平和の船、ナッチャン

絹糸 谷本　雄治 天の蚕が夢をつむぐ　大島紬ものがたり

料理 花まる学習会 12才までに身につけたい　整理整とん

深草　あざみ 食品トレーのひみつ　学研まんが

《芸術・美術》

漫画 やなせ　たかし だれも知らない　アンパンマン　やなせたかし初期作品集

《文学》

日本のよみもの 青木　美帆 ほか 青春サプリ。　自分らしくあるために

麻井　深雪 霧島くんは普通じゃない　林間学校で大騒ぎ!?ヴァンパイアの夏休み

浅野　竜 シャンシャン、夏だより

天沢　彰 お江戸子ども捕物帳

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

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

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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】

日本のよみもの いしかわ　えみ/原作 絶叫学級　悪夢の花園編

　　〃 絶叫学級　いつわりの自分編

　　〃 絶叫学級　禁断の遊び編

　　〃 絶叫学級　暗闇にひそむ大人たち編

　　〃 絶叫学級　死を招く都市伝説編

　　〃 絶叫学級　ニセモノの親切編

　　〃 絶叫学級　満たされないココロ編

　　〃 絶叫学級　ゆがんだ願い編

　　〃 絶叫学級　ルール違反の罪と罰編

今井　福子 なかよくなれるかな

梅田　みか エトワール！ 10　チャレンジ！パリの炎

大高　忍/原作 オリエント 2

おおやなぎ　ちか オンチの葉っぱ　ららららら♪

折原　みと きみと100年分の恋をしよう　がんばれ！ピュアハート

柏葉　幸子 18枚のポートレイト　柏葉幸子小品集

川之上 英子、川之上 健 おじょうさま小学生　はなこ ③　VSダブルブッキング

苅田　澄子 さかさまがっこう

かんの　ゆうこ りりかさんのぬいぐるみ診療所　わたしのねこちゃん

小松原　宏子 時計がない！

斉藤　洋 学校のおばけずかん　ハイ！

　　〃 まちのおばけずかん　おばけコンテスト

佐藤　まどか スネークダンス

汐見　夏衛 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。

柴田　昌平 ももちゃんのピアノ　沖縄戦・ひめゆり学徒の物語

白井　ごはん 天宮家の王子さま　メイドのわたしが婚約発表!?

杉山　亮 おかげさまで名探偵

　　〃 ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック

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

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

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

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

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

高田　由紀子 オン・ステージ！ ③　アブナイ夏合宿とラスト・コンクール！

　　〃 ハッピー・クローバー！

たかはし　みか 浮遊館　第1巻　不思議のはじまり

蓼内　明子 ブレーメン通りのふたご

田中　夕子 ほか 青春サプリ。　好きだから負けたくない

田丸　雅智 コトダマ！ ②　新たな出会いと強敵襲来！

千葉　俊二 作家たちの17歳

照屋　年之 海ヤカラ

富安　陽子 タヌキの土居くん

　　〃 ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　ドロロン村のなかまたち

ななもり　さちこ はりねずみのノート屋さん

にかいどう　青 ＳＮＳ１００物語　黒い約束

はやみね　かおる 怪盗クイーン　楽園の名画を追え

藤本　ひとみ/原作 それは正義が許さない！恐ろしの寮と消えた部員

ブラム・ストーカー/原作 ホラー・クリッパー　吸血鬼ドラキュラ

水無　仙丸 ぜったいバレちゃいけません!!! ⑤　スターなキミとお付き合い!?

水瀬　さら 涙の向こう、君と見る桜色

村上　しいこ タブレット・チルドレン

もえぎ　桃 トモダチデスゲーム　昨日の友は今日の敵

山口　理 東京タワーに住む少年

吉田　悠軌 オカルト探偵ヨシダの実話怪談 ファイル4　赤い女

外国のよみもの Ｓ・Ａ・パトリック 魔笛の調べ2　消えたグリフィン

Ｎ･Ｈ･クラインバウム いまを生きる

キャサリン・ドイル 嵐の守り手　3.戦いの行方

ジェフ・キニー ロウリーのいい子怪談ばなし

デイヴィッド・レヴィサン サムデイ

デビ・ミチコ・フローレンス やんちゃ犬おおさわぎ！
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】

外国のよみもの ベン・デイヴィス ぼくたちのスープ運動　小さな思いやりが世界を変える！

ホリー・ゴールドバー
グ・スローン

マンチキンの夏

エルス・ペルフロム どんぐり喰い

キアラ・カルミナーティ 13枚のピンぼけ写真

日本の絵本 荒井　良二 はっぴーなっつ

いもと　ようこ いたずらぎつね

いりやま　さとし パンダのんびりたいそう

枡野　浩一/文
内田　かずひろ/絵

シロのきもち

おおなり　修司/文
きむら　よしお/絵

ヘイ！タクシー

おかい みほ ねこぶえ　2022.7

岡田 大介/文
遠藤　宏/写真

おすしやさんにいらっしゃい！　生きものが食べものになるまで

小賀野　実 はたらくくるま　さいきょうずかん

おくやま　ひさし サクラ　はる なつ あき ふゆ

亀澤　裕也 いち・に・ざっぶ～ん！

河原　まり子 たまねぎぼうや

きむら　ゆういち てをつなぐのだいすき　あかちゃんのあそびえほん⑯

くすのき　しげのり/作
よしむら　めぐ/絵 ともだち

久留島　武彦/作
黒井　健/絵

くるしま童話名作選　すずむし

久留島　武彦/作
篠崎　三朗/絵

くるしま童話名作選　トラの子ウーちゃん

近藤　未奈 わたあめ

SAKAE おばけのケーキ屋さん　ひみつのねがいごと　ミニ版

サトシン/作
松本　春野/絵

あかちゃんがきた！

澤口　たまみ/文
米林　宏昌/絵

はるのにわで

しおたに　まみこ さかなくん

しもかわら　ゆみ きつねとぶどう　イソップねずみのイソップものがたり

すけの　あずさ うみのハナ

スタジオ・ポーキュパイン なぜなぜはっけん！クイズ絵本　７月
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】

たかい　よしかず ようかいむらのきらきらたなばた

高木　さんご ピザやのタコ～ラ

たかだ　しんいち しってるよ

高畠　じゅん子/文
渡辺　のりこ/絵

ダンゴムシ、ファイト！

武田　美穂 ゆきちゃんは、ぼくのともだち！

星　輝行 なつのむしさがそう！

谷川　俊太郎/文
堀内　誠一/絵

ちちんぷいぷい

出口　かずみ うろおぼえ一家のパーティー

とよた　かずひこ げんこつやまのたぬきさん

なかえ　よしを/作
小池　敏彦/絵

ヤングさんのオーケストラ

なかや　みわ たんぽぽのちいさいたねこちゃん

日本作文の会/編 詩集絵本　みつけたよ！じぶんのきもち　なみだがぽとり

　　〃 詩集絵本　みつけたよ！じぶんのきもち　がっこう、さらばじゃ

ねじめ　正一/文
コマツ　シンヤ/絵

ゆかしたのワニ

野村　たかあき せかいのくにでいただきます！

羽尻　利門 神社の絵本

　　〃 そらいっぱいのこいのぼり

ひら　てるこ ことりになったら

ひらの　ゆきこ おばけのやだもん　こわーいおばけやしき

福田　岩緒 クロべぇ

藤原　義弘/監修 ぎょ！おどろきのしんかいぎょ

フフフーン いろいろドーナツ

古内　ヨシ まよなかのバスてい

麦田　あつこ/文
いわき　あやこ/絵

どんなおべんとう？

もとした　いづみ/文
中川　学/絵

おいなりさん

杜　今日子 こどものとも0.1.2.　なぜなくの？　2022.7

ヤスダ　ユミコ ほか/作
松本　摩耶/絵 コンビニてんちょう　ネコイチさん
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】

日本の絵本
よこた　あきこ/作
みなみ　あきこ/絵

はじめてのおともだち

ヨシタケ　シンスケ かみはこんなにくちゃくちゃだけど

よしむら　あきこ おめめのめがみさま

よねづ　ゆうすけ おなじかたち！ＡＢＣ

外国の絵本 キム・ミヌ かたつむり

クク・チスン ３人のパパと３つのはなたば

ジュディス・マリカ・
リバーマン/文

石ころのスープ　トルコのおはなし

ジル・バークレム 野ばらの村の秋の実り

　　〃 野ばらの村のけっこんしき

　　〃 野ばらの村のピクニック

ディック・ブルーナ まんまる　なあに　ブルーナのしかけえほん

NOSY CROW編集部 歴史たんけん　トムをみつけよう！　古代ギリシア

バルー だいすきなうみときみと

アンデルセン/作 もみの木

ピーター・シス ニッキーとヴィエラ　ホロコーストの静かな英雄と救われた少女

マルク・ヤンセン しま

紙芝居
天野　慶/作
こやま　こいこ/絵

かぐやちゃんともったいないでんき

桂　文我/脚本
加藤　休ミ/絵

どうぶつえん

河村　誠 はたらきもののビーバーさん

きたがわ　めぐみ いっしょにあーそぼ！

関根　知未 たべものたろう

中川　貴雄 イーヨくんともったいないオバケ

ひらぎ　みつえ じゃあじゃあぴっちゃん！

山本　祐司 にこにこえがお
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