
≪新刊案内　８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、標茶町在住の男性より情報をいただきました。なお、今回紹介された「ブラッ
ク・ジャック」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。

（７月受入分）

令和４年

「ブラック・ジャック」
（手塚 治虫／著、秋田書店）

手塚治虫先生といえば、鉄腕アトム、火の鳥、

ジャングル大帝、ブッダ、ユニコ…とたくさんの

名作を残されています。その中から、今回は天才

外科医を主人公にした「ブラック・ジャック」を

おススメします。

私がこの本に出会ったのは中学生。同じクラス

の図書委員が、学級文庫用に借りてきた中の一冊

でした。

天才外科医で、どんな病気やケガもあっという

間に治していくブラック・ジャック。最初は法外

な治療費を請求することに違和感がありました。ですが、読み進めてい

くうちに、過去の出来事や様々な患者とのやり取りを通して、誰よりも

命を大切にしている医者であることに気づき、よりブラック・ジャック

を好きになっていきました。

治すのは人間だけでなく、絶滅危惧の動物や人工知能のCPU、ときに

は自分自身を手術するエピソードもあります。自分の母親を救うために、

一生かかっても治療費を払うと決めた息子の覚悟を聞いて手術に向かう

話は、自分が親になって改めて読み返し、家族を大切にしようと再確認

しました。

命とは、生きるとは何か。読むたびに考えさせられ、そして新しい気

づきに出会える「ブラック・ジャック」。年代を問わず、まだ読んだこ

とがない方には、ぜひ読んでほしい一作です。

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 農政部農政課/編 令和3年度（2021年度）　北海道農業・農村の動向

　　〃 令和3年度（2021年度）　北海道農業・農村統計表

園芸 のりんご YouTubeでわかる！スーパーで買った野菜・果物で家庭菜園

　◆　ビジネス関係　◆

職業 大浦　佳代 農業者になるには

堀川　晃菜 科学技術者・研究者になるには

　◆　教育関係　◆

学習 みおりん どんどん勉強が楽しくなるノート術

大学入試 大岳　美帆 大学学部調べ　人間科学部　中高生のための学部選びガイド

児童館 児童館研究委員会/編 わたしのまちのじどうかん　児童館実践事例集

　◆　医療、健康関係　◆

医療関係 恩蔵 絢子、永島 徹 なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか　脳科学でわかる、ご本人の思いと接し方

前沢　政次 大人になる前に知る　老いと死

三木　淳司/監修 子どもの目を守る本

佐藤　純/監修 体の不調がスーッと消える　「天気痛さん」の本

宮沢　孝幸 ウイルス学者の責任

　◆　スポーツ・運動関係　◆

スポーツ.体育 笠原　彰 最新決定版！誰でもできるスポーツメンタルトレーニング

　◆　まちづくり・地方自治関係　◆

社会福祉 小板橋 恵美子、吉田 浩滋 押さえておきたい障害者福祉・精神保健福祉

　◆　鉄道関係　◆

蒸気機関車 對馬 好一、橋本 一朗 未来へつなぐ日本の記憶　昭和ＳＬグラフィティ　北海道編（上・下）

　◆　アイヌ民族関係　◆

アイヌ民族 関根　達人 ほか アイヌ文化史辞典

　◆　郷土・地域資料、北海道関係　◆

郷土資料 照井 滋晴、野本 和宏 釧路湿原のキタサンショウウオ　釧路市立博物館シリーズ

北海道 地球の歩き方編集室 地球の歩き方　北海道　2023-2024年版

《哲学・宗教》

論語 孔子、下村 湖人 現代訳　論語　原文完全対訳

心理学 鈴木　宏昭 私たちはどう学んでいるのか　

畑村　洋太郎 やらかした時にどうするか

人生訓 坂東　眞理子 女性の覚悟

和田　秀樹 老いの品格　品よく、賢く、おもしろく

《歴史・地理》

ロシア史 小山 哲、藤原 辰史 中学生から知りたい　ウクライナのこと

個人伝記 藤田　覚 遠山景晋　人物叢書　新装版

マシュー・デニソン ザ・クイーン　エリザベス女王とイギリスが歩んだ一〇〇年

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

《社会科学》

社会科学 工藤　哲 上海　特派員が見た「デジタル都市」の最前線

池上 彰、保阪 正康 歴史の予兆を読む

内田 樹、想田 和弘 下り坂のニッポンの幸福論

国際社会 船橋　洋一 国民安全保障国家論　世界は自ら助くる者を助く

刑法 平野　啓一郎 死刑について

企業 大下　英治 西武王国の興亡　堤義明　最後の告白

老人問題 上野　千鶴子 最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく

社会福祉 林　雅行 障害者たちの太平洋戦争

松浦　晋也 母さん、ごめん。2　50代独身男の介護奮闘記グループホーム編

風俗習慣 新谷　尚紀/監修 日本の絶滅危惧知識　百年先まで保護していきたい

葬式 島田　裕巳 葬式消滅　お墓も戒名もいらない

《自然科学》

自然科学 高橋　大地/編 世界の研究者が調べた　すごすぎる実験の図鑑

菌類 川上　新一/解説 変形菌　発見と観察を楽しむ自然図鑑

《技術・工学》

環境工学 鷺坂　長美 いちからわかる　廃棄物処理法～基礎から実践まで～

建築 隈　研吾 全仕事

発電 稲泉　連 廃炉　「敗北の現場」で働く誇り

航海 伊藤　玄二郎/編 船の仕事　海の仕事

兵器 ジェームズ・Ｌ・ノーランJr. 原爆投下、米国人医師は何を見たか

料理 ｉｉｎａ ヴィーガンフード、はじめの一歩！

今城　敏 低温調理の教科書

辻　仁成 父ちゃんの料理教室

パンダ食堂　野川 彩 ホットサンドメーカーで作れる最高においしいレシピ

食品 廣瀬　祐志/編 日本ご当地パン大全

《芸術・美術》

撮影 井上　嘉代子 花火が写る絶景撮影術

工芸 井上　ひとみ カルトナージュＢＯＯＫ

松田　裕美 ＰＰバンドでつくる　大人のかご・バッグ

釣魚 つり人社書籍編集部/編 釣りの「仕掛け」検索

花道 小川　典子 花と器の素敵な合わせ方

《言語》

言語 秀島　史香 なぜか聴きたくなる人の話し方（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

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

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

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

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

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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】
《文学》

日本文学 石原　慎太郎 「私」という男の生涯

瀬戸内　寂聴 私解説　ペン一本で生きてきた

小説 阿川　佐和子 ブータン、世界でいちばん幸せな女の子

伊岡　瞬 朽ちゆく庭

五十嵐　貴久 マーダーハウス（文庫）

　　〃 リカ（文庫）

池波　正太郎 雲霧仁左衛門（前編・後編）（文庫）

石田　衣良 禁猟区

伊藤　朱里 きみはだれかのどうでもいい人（文庫）

大沢　在昌 晩秋行

神楽坂　淳 うちの旦那が甘ちゃんで　寿司屋台編（文庫）

梶　よう子 広重ぶるう

風野　真知雄 わるじい慈剣帖（九）ねむれない（文庫）

河﨑　秋子 鯨の岬（文庫）

熊谷　達也 明日へのペダル

近藤　史恵 幽霊絵師火狂　筆のみが知る

今野　敏 任侠楽団

佐伯　泰英 新・酔いどれ小藤次（二十四）八丁越（文庫）

坂上　泉 渚の螢火

佐藤　究 爆発物処理班の遭遇したスピン

澤田　瞳子 恋ふらむ鳥は

篠田　節子 セカンドチャンス

柴田　哲孝 蒼い水の女

朱川　湊人 揚羽の夢　知らぬ火文庫

白石　一文 道

高沢　りゅう 西別川の伝説

中尾　則幸 海わたる聲　

中島　京子 オリーブの実るころ

新津　きよみ 妻の罪状（文庫）

西尾　維新 掟上今日子の忍法帖

花村　萬月 姫

東川　篤哉 うまたん　ウマ探偵ルイスの大穴推理

降田　天 さんず

ブレイディ　みかこ 両手にトカレフ

誉田　哲也 ほか 偽りの捜査線　警察小説アンソロジー（文庫）

舞城　王太郎 短篇七芒星

真山　仁 墜落

（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）
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【一 般 図 書】
小説 宮部　みゆき 〈完本〉初ものがたり（文庫）

村田　沙耶香 信仰

諸田　玲子 ひと夜の恋　元禄お犬小屋異聞（文庫）

柚月　裕子 チョウセンアサガオの咲く夏

エッセイ 瀬戸内　寂聴 捨てることから始まる

高橋　源一郎 居場所がないのがつらいです　みんなのなやみぼくのこたえ

辻　仁成 パリの空の下で、息子とぼくの３０００日

津村　節子 紅色のあじさい　津村節子　自選作品集

益田　ミリ 小さいわたし

村井　理子 本を読んだら散歩に行こう

森山　大道 犬の記憶（文庫）

山折　哲雄 こころの風景

夢枕　獏 仰天・俳句噺

吉本　ばなな 私と街たち（ほぼ自伝）

紀行文 沢木　耕太郎 旅のつばくろ

韓国文学 チョ・ナムジュ ミカンの味

英米文学 竹内　清乃/編 別冊太陽　小泉八雲　日本の霊性を求めて

ロジャー・ジョンスン ほか シャーロック・ホームズのすべて

ジェフリー・ディーヴァー ファイナル・ツイスト

マーティ・ウィンゲイト 図書室の死体（文庫）

ドイツ文学 ちば かおり、川島 隆 増補改訂版　図説　アルプスの少女ハイジ

《雑誌》 ＮＨＫ出版 ＮＨＫ１００分de名著　2022年7月号　太平記「あわい」を生きよ　

　　〃 ＮＨＫ１００分de名著　2022年8月号　forティーンズ「いま」しかできない読書を

　　〃 すてきにハンドメイド　2022年8月号

　　〃 きょうの料理　2022年8月号

　　〃 きょうの健康　2022年8月号

東北海道スポーツコミッション ＭｅｍｂｅｒＯｖｅｒ　2022年6月　Vol.31

クナウマガジン northern style スロウ　vol.72　Summer 2022

暮しの手帖社 暮しの手帖　19　夏　2022年8-9月号

ＪＴＢパブリッシング ＪＴＢ時刻表　2022年8月号

集英社 ＬＥＥ　2022年8月号

小学館 サライ　2022年8月号

太陽 クォリティ　2022年8月号

デーリィマン社 DAIRYMAN　2022年7月号

扶桑社 皇室　第95号　夏　

ぶらんとマガジン社 ＨＯ　ほ　2022年9月号　Vol.178

文藝春秋 文藝春秋　2022年8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）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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 】

『江戸日本ねこづくし 旅するさがしもの絵本』

吉田 愛/作、エミリ・バレストレーリ/訳、講談社

若水迎、おかげ参り、堂島米市…。2000匹を超えるねこと江戸時

代を旅して、さがしものやおたずねものを見つけよう！英文併記で、

江戸時代の伝統や文化がたのしく学べる、おしゃれなさがしもの絵本。

『かみさまのベビーシッター ライバルはあかちゃん！』

廣嶋 玲子/作、木村 いこ/絵、理論社

幸介が福引で当てた卵から出てきたかみさまのボンテン。甘えんぼで

わがままで世話が大変だったボンテンは、このところレベルもあがって

落ち着いてきていた。でも、人間の赤ちゃんを預かることになって赤

ちゃんがえりをして…。

『ｍｏｊａ』

吉田 桃子/著、講談社

毛深いのを見られるのも嫌だし、それを剃っているせいでついたキズ

も見られたくない――。毛深いことをコンプレックスに感じている中２

の理沙が本当の自分に出会うまでの、ひと夏の青春を描く。

『 た 』

田島 征三/作、佼成出版社

たがやす、たねまく、たくましくそだつ。たすけあう、たたえあ

う、そしてたのしむ！古来より稲作を中心とした農耕によって命を

つないできた日本人。連綿と続く営みとその精神を、「た」から始

まる言葉で描いた絵本。
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】

《歴史・地理》

伝記 佐々木　健一 Mr.トルネード　藤田哲也　航空事故を激減させた気象学者

那須田　稔 鈴木道雄物語　一歩先を歩こう

《社会科学》

社会 平松　類/監修 高齢者を知ろう！

風俗習慣 辻原　康夫/監修 日本と世界の祭り

《自然科学》

天文学 宮原　ひろ子 太陽ってどんな星？

生命論 今西　乃子 命のものさし　動物の命・人間の命・わたしの命

動物 今泉　忠明 気がつけば動物学者三代

小池　啓一/執筆・企画 小学館の図鑑ＮＥＯ　カブトムシ・クワガタムシ

中村　玄 クジラの骨と僕らの未来

味田村　太郎 この世界からサイがいなくなってしまう　アフリカでサイを守る人たち

《技術・工学》

技術 小池　康郎/監修 エネルギーって何だろう？

航空 飛田　翔/監修 航空機のひみつ

自動車 廣田　幸嗣/監修 自動車のひみつ

化学 大西　暢夫 和ろうそくは、つなぐ

《産業・商業》

鉄道 谷藤　克也/監修 鉄道のひみつ

《芸術・美術・スポーツ》

日本画 千野　境子 江戸のジャーナリスト　葛飾北斎

陸上 宮崎　恵理 みんなちがって、それでいい　パラ陸上から私が教わったこと

《言語》

英語 右田　邦雄 ひらめき！英語迷言教室

《文学》

日本のよみもの あさば　みゆき サバイバー！！ ③　大バクハツ！とらわれの博物館

　　〃 歴史ゴーストバスターズ ③　狐屋のひみつとキケンな三角関係!?

綾野　まさる 介助犬武蔵と学校へ行こう

　　〃 帰ってきたジロー

　　〃 赤いくつはいてた女の子

安藤　隆人 ほか 青春アプリ。　自分を変えてくれる場所

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

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

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

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

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

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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 あんびる　やすこ 魔法の庭ものがたり 25　ジャレットのミント・コレクション

石崎　洋司 ６年１組黒魔女さんが通る！！ 17　黒魔女さんと恋の魔法

　　〃 ひみつのおばけ一家Ⅱ 1　恐怖のショッピングモール

市宮　早記 ようこそ！たんぽぽ書店へ ③　なくなった日記

井上　夕香 レッツゴー・サフィー

宇佐美　牧子 はれ晴れ池をさがして

近江屋　一朗 ほか 青春サプリ。　なりたい自分になれる

オザワ　部長 ほか 青春サプリ。　乗り越えられない試練なんてない

おおぎやなぎ　ちか Yellow Green　友だちの木

岡田　淳 カメレオンのレオン　ないしょの五日間

落合　由佳 流星と稲妻

樫崎　茜 ヴンダーカンマー　ここは魅惑の博物館

香桃　もこ イカにんじゅつ道場　ただいま弟子ぼしゅうちゅう

川端　裕人 太陽ときみの声

北川　チハル ニャンパーのキャンプだよ！

工藤　純子 リトル☆バレリーナ 5　キラキラみらいへ、夢をえがいて

工藤　純子 はじめましてのダンネバード

倉橋　燿子 夜カフェ 12

桑原　崇寿 盲導犬チャンピィ

郡司　ななえ こんにちは！盲導犬ベルナ

神戸　遥真 藤白くんのヘビーな恋　恋の勝負はこまります！

このはな　さくら 海斗くんと、この家で。 ②　イチバン近くて遠い恋

小森　香折 紅の魔女

斉藤　倫 新月の子どもたち

佐原　ひかり ブラザーズ・ブラジャー

新藤　悦子 いのちの木のあるところ

関　朝之 タイタニックの犬　ラブ

宗田　理 ぼくらの超記念日

田中　啓文 落語少年サダキチ（よん）

つくも　ようこ イケバナ男子！　先輩との距離、縮めたい！

トロル/原作 すずのまたたびデイズ　はちゃめちゃパティシエしゅぎょう

中川　なをみ マグノリアの森

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

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

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

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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 中松　まるは ぼくは勇者をたすけたい

七海　まち サキヨミ！ 6　言えない未来と力のナゾ

南房　秀久 ナゾトキ時間旅行！　海賊と大バトル!!

日本児童文学者協会 24時間のキョーフ ③　真昼のキョーフ

服部　千春 ママは十二さい ③　運命のその日

花形　みつる 徳治郎とボク

林原　玉枝 草のふえをならしたら

廣嶋　玲子 かみさまのベビーシッター　ライバルはあかちゃん！

　　〃 十年屋 6　見習いのお時間です

深海　ゆずは スイッチ！10　トラブルだらけ！恋の花さく運動会!?

藤咲　あゆな 戦国姫　千姫の物語　はかない恋と大阪城落城

堀米　薫 Orange　夕ぐれ時のふしぎ

宮下　恵茉 ひみつの魔女フレンズ 4巻　魔法学校でつながるキズナ

村上　しいこ あそび室の日曜日　町長さんのアイドルコンテスト

村上　康成 黄色い竜

茂市　久美子 おひさまやのハンカチ

もえぎ　桃 ふたごに溺愛されてます！！ ②

森埜　こみち すこしずつの親友

横田　明子 手と手をぎゅっとにぎったら

吉田　はるゆき/原作 はたらく細菌 3

吉田　桃子 ｍｏｊａ

外国のよみもの マロリー・ブラックマン きけんなゲーム

リンダ・ニューベリー おもちゃ屋のねこ

トゥルース・マティ ミスターオレンジ

アンデルセン 愛蔵版　絵のない絵本

ヴァレリー・ゼナッティ 瓶に入れた手紙

日本の絵本 秋永　悠 つくろう！ピザ

ａｃｃｏｔｏｔｏ
ふくだとしお＋あきこ

おふろがでまーす

阿部　結 なみのいちにち

新井　悦子/作
ももろ/絵

きょうはおうちでなつまつり

あべ弘士 あべ弘士のシートン動物記 ④　リスのバナーテイル

石川　えりこ 庭にくるとり

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）

（１月受入分）（１月受入分）（１月受入分）（１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】

日本の絵本 いもと　ようこ へっこきよめさま

岩崎　京子/文
長野　ヒデ子/画

かぐやひめ

岩崎　京子/文
二俣　英五郎/画

ねずみのよめいり

ｅｔｏ はるとスミレ

大塚　健太/作
すずき　みほ/絵

ハレガエル

おおなり　修司/文
たけがみ　たえ/絵

ジロッ

おおの　たろう よしよしよしおさん

尾崎　玄一郎
尾崎　由紀奈

かくれんぼ

尾崎　潤 あめはザーザー　おなかはぐーぐー　あまやどりのホットケーキ

笠野　裕一 おひるね

かとう　まふみ みそこちゃん

石崎　洋司/文
山村　浩二/絵

講談えほん　西行　鼓ヶ滝

木坂　涼/再話
降矢　なな/絵

いそっぷのおはなし

きたがわ　めぐみ おもちちゃん

きだに　やすのり/作
わたなべ　あや/絵

いただきますのおやくそくだもの

木下　順二/文
清水　崑/絵

かにむかし

くどう　れいん/作
みやざき　ひろかず/絵 あんまりすてきだったから

さとう　めぐみ バナナくん

さねとう　あきら/文
いしくら　きんじ/絵

げんさんと１００がっぱ

柴田　ケイコ ドーナツペンタくん

島田　拓/文
大島　加奈子/絵

アリのかぞく

しもかわら　ゆみ ありがとう　なかよし

しろさめ クーのたんじょうび

鈴木　翼/文
あおき　ひろえ/絵

うみでなんでやねん

鈴木　まもる 戦争をやめた人たち　1914年のクリスマス休戦

スタジオ・ポーキュパイン なぜなぜはっけん！クイズ絵本　８月

すとう　あさえ/文
おおい　じゅんこ/絵

みんなのおねがい　はじめての行事えほん（七夕）

すとう　あさえ/文
北村　裕花/絵

すいかごろごろ　はじめてのこよみえほん（大暑）

すとう　あさえ/文
山田　花菜/絵

たなばたパーティー　きらきらきらきら

関　和男/詞
かとー　ゆーこ/絵

バナナのおやこ

武田　正倫/監修　 さかなチャンピオン
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】

日本の絵本 田島　征三 た

たなか　鮎子 ふしぎなかさやさん

多屋　光孫 めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン！

冨田　幸光/監修 きょうりゅうのかたち

とよた　かずひこ おんぷちゃんとたいこ

　　〃 おんぷちゃんとねこ

西村　敏雄 てるてるぼうずさん

沼口　麻子/文
関　俊一/絵

ホホジロザメ

長谷川　あかり ようかいのもり　たぬきクリニック

はた　こうしろう まっくらあそびしようよ！

はっとり　ひろき ぼくはひこうき

ふくざわ　ゆみこ めざめのもりのいちだいじ

　　〃 あめのもりのおくりもの

福永　純平 へび　ながすぎる

藤本　ともひこ どんぐりポーとどんぐりプー

堀切　リエ/作
いしい　つとむ/絵

ようかいびより

松居　直/文
赤羽　末吉/画

ももたろう

降矢　なな えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日

丸山　誠司 おならおうこく

三浦　太郎 へんしん　どうぶつ

　　〃 へんしん　うみのいきもの

もとした　いづみ/作
ふくだ　いわお/絵

たなばたセブン

桃山　鈴子 へんしん　すがたをかえるイモムシ

八百板　洋子／再話 ブルガリアの昔話　いのちの水

やなせ　たかし あんぱんまんとごりらまん

やなせ　たかし/原作 それいけ！アンパンマン　ブックヒーローズ4　ドキンちゃんと３ばいコキンちゃん

やました　こうへい ちびクワくん　おとうとなんてだいきらい

山本　和子/作
あさい　かなえ/絵

ようかいのおひっこし　2022.8

吉田　愛 江戸日本ねこづくし　旅するさがしもの絵本

與田　準一/文
渡辺　三郎/絵

おむすびころりん
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分　野 著　者 書　名　　　　　　　　　　　　　【児 童 図 書】

外国の絵本 アニータ・ビスタボシュ カメレオンくん　きみのいろにへ～んしん！

アン・グットマン/文 ペネロペ　ママがだーいすき

アンネゲルト・フック
スフーバー

手のなかのすずめ

ウェンディ・メドゥール/文 すきなものみっつ　なあに

エズラ・ジャック・キーツ ジェニーのぼうし

エミール・シェール/作 いってきます

キャサリン＆バイロ
ン・ジャクソン/作

こねこのケイティ

キャサリン・レイナー アーロ　ねむれないライオン

クリス・ウォーメル ２ひきのカエル　そのぼうきれ、どうすんだ？

クリス・ネイラー・バ
レステロス

スーツケース

ジョン・ベッカー/文 ７ひきのこうさぎ

ジョン・ヘア/作 みらいのえんそく　かざんのしまへ

ジル・バークレム 野ばらの村のふねのたび

ソフィー・ラグーナ/文 おとうとがおおきくなったら　When You're Older

ニコラ・キルン オリーともりのがっこう

NOSY CROW編集部/文 歴史たんけん　トムをみつけよう！　古代ローマ

　　〃 歴史たんけん　トムをみつけよう！　中国〈明〉

バーナデット・ワッツ ヘンゼルとグレーテルのおはなし

ハンス・フィッシャー ブレーメンのおんがくたい　グリム童話

ピーター・レイノルズ ことばコレクター

ペク・ヒナ ピキヤのママ

ヴェルナー・ホルツ
ヴァルト/文

うんちしたのはだれよ！

詳しく マーシャ・ブラウン 三びきのやぎのがらがらどん　ノルウェーの昔話

マグナス・ウェイトマン アヒルちゃんまって！　ミミ　ププ　ペペのだいぼうけん

マリア・イザベル・サ
ンチェス・ベガラ/文

小さなひとりの大きなゆめ　マリア・モンテッソーリ

リスベット・カイザー/文 小さなひとりの大きなゆめ　エメリン・パンクハースト

リナ・シン/文 １１１本の木

レズリー・ブルック 金のがちょうのほん　四つのむかしばなし

紙芝居
八百板　洋子/脚本
日紫喜　洋子/絵

コウノトリのおくりもの

わしお　としこ/脚本
くすはら　順子/絵

かばのタロ
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