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今年も終戦の日がやってきます。恐ろし

い争いが続く中で、戦争・平和について、

本を読んで考えてみませんか？ 

 

豊かで強い心を育むことを目的とした『北海道

青少年のための２００冊』。その中から、幼児

～小学生向けの本を展示・貸し出しします。 

8月２日（火）～9月４日（日） 

 

日時｜９月１９日（月・祝） 

場所｜中標津町総合文化会館 しるべっとホール 

△▼△掲載イベント問合せ先：中標津町図書館（0153-73-1121）△▼△ 

 

入場無料（要整理券） 

整理券配布中！ 

 

 絵本の読み聞かせと 

音楽のコンサート♪ 



分類 タイトル 著者

佐久間宣行のずるい仕事術 佐久間 宣行∥著

80歳の壁 和田 秀樹∥著

北海道のおいしい道の駅&SA・PA 2022

まっぷる　伊豆・箱根 '23

まっぷる　河口湖・山中湖 富士山 '23

まっぷる　山陰 '23

まっぷる　鳥取 '23

まっぷる　栃木 '23

まっぷる　長崎ハウステンボス '23

まっぷる　兵庫 '23

国境で読み解くヨーロッパ 加賀美 雅弘∥著

社会科学 個人情報保護法の解説 園部 逸夫∥編集

地方自治・
地方行政

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 過疎対策研究会/編集

外交・国際
問題

独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 池上 彰∥著

法律 入門  公益法人・一般法人の会計・税務Ｑ＆Ａ  演習問題付き 辻・本郷税理士法人/編著

経済 経済安全保障 北村 滋∥著

内部通報・行政通報の実務 日野 勝吾∥著

ポジティブフィードバック ヴィランティ牧野祝子∥著

金融 会社四季報　2022年3集夏号

社会福祉 ダウン症ｍｉｎｉブック  ダウン症の理解と小児期の健康管理  新版 大橋  博文/著

子どものための居場所論 阿比留 久美∥著

聞こえなくても大丈夫! 阿部 敬信∥編著

寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子∥著

絶滅したオオカミの物語 志村 真幸∥著

オオカミの知恵と愛 ジム  ダッチャー∥著

逝きかた上手 石蔵 文信∥著

穏やかな死に医療はいらない 萬田 緑平∥著

家政学・生
活科学

87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良 美智子∥著

スポーツ 平成新入幕力士物語　第1巻 「相撲」編集部∥編

人生訓・教
訓

地理・地
誌・紀行

企業・経営

教育

動物学

医学

新着図書一覧（令和４年６月２５日～７月１７日受入分）

一　　般　　書



詩歌 シルバー川柳　丘を越えて編 みやぎシルバーネット∥編

俺ではない炎上 浅倉 秋成∥著

幽霊認証局 赤川 次郎∥著

ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒∥著

まっとうな人生 絲山 秋子∥著

くるまの娘 宇佐見 りん∥著

布武の果て 上田 秀人∥著

奇跡集 小野寺 史宜∥著

あきらめません! 垣谷 美雨∥著

氷の致死量 櫛木 理宇∥著

任俠楽団 今野 敏∥著

<磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路 幸也∥著

競争の番人 新川 帆立∥著

N/A 年森 瑛∥著

雨滴は続く 西村 賢太∥著

掟上今日子の忍法帖 西尾 維新∥著

皆のあらばしり 乗代 雄介∥著

月の王 馳 星周∥著

ウェルカム・ホーム! 丸山 正樹∥著

一心同体だった 山内 マリコ∥著

外国の小説 柩のない埋葬 方方∥著

水曜日は働かない 宇野 常寛∥著

万感のおもい 万城目 学∥著

ゴルギアス プラトン∥著

隠れ簔 池波 正太郎∥著

浮世小路の姉妹 佐伯 泰英∥著

悪い夏 染井 為人∥[著]

<完本>初ものがたり 宮部 みゆき∥著

未成年　2 ドストエフスキー∥著

学問と政治 芦名 定道∥著

検察審査会 デイビッド  T.ジョンソン∥著

これからの住まい 川崎 直宏∥著

日本の小説

評論・エッ
セイ

文庫

新書



新書 森と木と建築の日本史 海野 聡∥著

ゴールデンカムイ　30 野田 サトル∥著

中標津 ひなんくんれんゲーム 藤澤誠/著

アイヌ 北海道天然痘流行対策史 永野 正宏∥著

読書・読書
法

考える読書　第６７回 全国学校図書館協議会∥編

心理学 12歳から始めるあがらない技術 鳥谷 朝代∥著

人生訓・教
訓

13歳から分かる!人を動かす 藤屋 伸二∥監修

法律 生きるために必要な「法律」のはなし 木村 真実∥監修

声優になるには 山本 健翔∥著

歯学部 橋口 佐紀子∥著

高認があるじゃん!　2022～2023年版

農業 食品ロスはなぜ減らないの? 小林 富雄∥著

言語 15才までに覚えたい言葉2000 高濱 正伸∥監修

小説金田一少年の事件簿 天樹 征丸∥原作

元構造解析研究者の異世界冒険譚　8 犬社 護∥[著]

元構造解析研究者の異世界冒険譚　9 犬社 護∥[著]

恋愛問題は止まらない 吉野 万理子∥作

異世界のんびり素材採取生活 2 錬金王∥著

外国の小説 スカンダーと奪われたユニコーン A.F.ステッドマン∥著

櫻子さんの足下には死体が埋まっている　18 太田 紫織∥[著]

怪盗クイーン 楽園の名画を追え はやみね かおる∥作

逃走中　6 逃走中∥原案

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷 智子∥著

学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田 照幸∥著

ひらめき!英語迷言教室 右田 邦雄∥著

作家たちの17歳 千葉 俊二∥著

絵本 あべ弘士のシートン動物記　4 E.T.シートン∥原作

進路・進
学・就労

日本の小説

文庫

新書

児　童　書

コミック

郷土資料

ヤングアダルト



かっぱのふうちゃんライフジャケットでスイスイ 森重 裕二∥文

ねこのこね 石津 ちひろ∥詩

ゆかしたのワニ ねじめ 正一∥文

ワクチンくんといっしょ 森戸 やすみ∥監修

ありがとうなかよし しもかわら ゆみ∥作

さかなくん しおたに まみこ∥著

ハレガエル 大塚 健太∥作

ずぼっじー 高橋 祐次∥作

た 田島 征三∥作

つきをなくしたクマくん 谷口 智則∥著

ふしぎなかさやさん たなか 鮎子∥作

プールのくまのこ 種村 有希子∥作

めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン 多屋 光孫∥文  絵

おにぎりおにぎり 長野 ヒデ子∥作

せかいのくにでいただきます! 野村 たかあき∥作  絵

せかいにひとりだけのぼく 竹紫 春翔∥文

おひめさまのクローゼット 双森 文∥絵

へびながすぎる ふくなが じゅんぺい∥作

おならおうこく 丸山 誠司∥作  絵

火の山にすむゴリラ 前川 貴行∥写真  文

こちらムシムシ新聞社 三輪 一雄∥作  絵

かえるのほんや やぎ たみこ∥作  絵

ちびクワくん やました こうへい∥作

ちびクワくんおとうとなんてだいきらい やました こうへい∥作

ちびクワくんどんぐりぼうしはどこ? やました こうへい∥作

にらめっこしましょ むっしっし よこた いくこ∥ぶん

蛾 イザベル  トーマス∥文

ジェニーのぼうし エズラ  ジャック  キーツ∥さく

パパのかえりがおそいわけ キム ヨンジン∥さく  え

黄色い星 カーメン  アグラ  ディーディ∥文

世界の市場 マリヤ  バーハレワ∥文

ペネロペ ママがだーいすき アン  グットマン∥ぶん

絵本



ジェシカといっしょ ケビン  ヘンクス∥作  絵

ピヤキのママ ペク ヒナ∥作

めぐりめぐる ジーニー  ベイカー∥作

おとうとがおおきくなったら ソフィー  ラグーナ∥文

黄色い星 カーメン  アグラ  ディーディ∥文

世界の市場 マリヤ  バーハレワ∥文

ペネロペ ママがだーいすき アン  グットマン∥ぶん

ジェシカといっしょ ケビン  ヘンクス∥作  絵

ピヤキのママ ペク ヒナ∥作

めぐりめぐる ジーニー  ベイカー∥作

おとうとがおおきくなったら ソフィー  ラグーナ∥文

へっこきよめさま いもと ようこ∥文  絵

おふろがでまーす accototo∥作

ころころすくすく 吉田 敦子∥作

ごはんごはん 視覚デザイン研究所∥さく

おんぷちゃんとたいこ とよた かずひこ∥作  絵

てるてるぼうずさん 西村 敏雄∥さく

へんしん うみのいきもの 三浦 太郎∥作

へんしん どうぶつ 三浦 太郎∥作

ぱかっ 森 あさ子∥作

いただきますのおやくそくだもの きだに やすのり∥さく

ぜったいにおしちゃダメ? ビル  コッター∥さく

ぼりすそらをとぶ ディック  ブルーナ∥ぶん え

ぼりすとこお ディック  ブルーナ∥ぶん え

こうじしてます こつこつこーん くにすえ たくし∥え

しんかんせんでゴーッ 視覚デザイン研究所∥さく

しんごうぴよぴよぴーい くにすえ たくし∥え

かずとすうじのでんしゃじてん くにすえ たくし∥え

うごきのことば絵本 佐藤 右志∥絵

まよなかのバスてい 古内 ヨシ∥さく

アニメおさるのジョージはじめてのえほん のりもの マーガレット  レイ∥原作

すいかごろごろ すとう あさえ∥ぶん

絵本



ようかいむらのきらきらたなばた たかい よしかず∥作  絵

たなばたパーティーきらきらきらきら すとう あさえ∥文

すずばあちゃんのおくりもの 最上 一平∥文

なきむしせいとく たじま ゆきひこ∥作

I AM AN AIRPLANE by Tom lapadula

Weather by Jill McDonald

CARS and TRUCKS by Jill McDonald

CONSTRUCTION SITE by Jill McDonald

MY BODY by Jill McDonald

総記 10歳からのプロジェクトマネジメント 伊藤 大輔∥監修

伝記 お札に登場した偉人たち21人 河合 敦∥著

社会 みんなで知りたいLGBTQ+　1 電通ダイバーシティ  ラボ∥企画

教育 調べるって、おもしろい!! 図書館振興財団∥監修

伝説・民話 桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持 よつば∥著

自然科学 才能がぐんぐん伸びる!スライム・紙ねんどで遊ぼう! わんこそば∥著

天文学・宇
宙科学

星座と神話大じてん 永田 美絵∥著

のぞく図鑑穴 宮田 珠己∥編  著

みんなが知りたい!「日本の山」のすべて 「日本の山のすべて」編集室∥著

ずかんはたらく微生物 中島 春紫∥著

みんなが知りたい!プランクトンのふしぎ 「プランクトンのふしぎ」編集室∥著

寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ ヴィッキー  ウッドゲート∥文と絵

高齢者を知ろう! 平松 類∥監修

技術・工学 みんなが知りたい!地球の資源とエネルギーのしくみ 「子どもと地球資源」研究会∥著

公害・環境
工学

みんなが知りたい!プラスチックとごみ問題 「子どもと環境問題」研究会∥著

料理 はじめての子どもパン教室 吉永 麻衣子∥著

芸術・美術 はじめてのこびとづかん～スターターブック～ ロクリン社∥編

言語 ことばで遊ぼう!!ことばあそび大図鑑 青山 由紀∥監修

児童文学研
究

絵本のつぎに、なに読もう? 越高 綾乃∥著

ジャレットのミント♥コレクション あんびる やすこ∥作  絵

ちいさな宇宙の扉のまえで いとう みく∥作

空飛ぶのらネコ探険隊　8 大原 興三郎∥作

空飛ぶのらネコ探険隊　9 大原 興三郎∥作

医学

日本の小説

絵本

外国語の絵
本

地球科学・
地学

生物科学



ないしょの五日間 岡田 淳∥作

りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの ゆうこ∥作

おかげさまで名探偵 杉山 亮∥作

ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック 杉山 亮∥作

ソロ沼のものがたり 舘野 鴻∥作

ハッピー・クローバー! 高田 由紀子∥作

にじいろフェアリーしずくちゃん　6 友永 コリエ∥作

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 富安 陽子∥作

はりねずみのノート屋さん ななもり さちこ∥作

かみさまのベビーシッター　1 廣嶋 玲子∥作

かみさまのベビーシッター　2 廣嶋 玲子∥作

十年屋　6 廣嶋 玲子∥作

たぶんみんなは知らないこと 福田 隆浩∥著

チビまじょチャミー 藤  真知子／作

あそび室の日曜日 村上 しいこ∥作

黄色い竜 村上 康成∥作  絵

本おじさんのまちかど図書館 ウマ  クリシュナズワミー∥作

おもちゃ屋のねこ リンダ  ニューベリー∥作

星と星座 永田 美絵∥総監修

魚 宮 正樹∥総監修

ピクチャーペディア スミソニアン協会∥監修

おひるね
こどものとも０・１・２  （２０２２年８月号通巻３２９号）

どっさりおやさい
こどものとも年少版(２０２２年８月号通巻５４５号)

ワニはなび
こどものとも年中向き(２０２２年８月号通巻４３７号)

ひみつのえんそく きんいろのさばく
こどものとも(２０２２年８月号通巻７９７号)

むし、おきあがれるかな
月刊 ちいさなかがくのとも(２０２２年８月号通巻２４５号)

ちいさなえきの いちにち
月刊かがくのとも(２０２２年８月号通巻６４１号)

石は元素の案内人
月刊たくさんのふしぎ(２０２２年８月号通巻４４９号)

ねこぶえ
おはなしチャイルド　（2022年7月号）

いち・に・ざっぶ～ん!
もこちゃんチャイルド（2022年7月号）

ピザやのタコ～ラ
チャイルドブックアップル（2022年7月号）

定期購読絵
本

日本の小説

外国の小説

参考図書



どんなうんちかな? ねもと まゆみ∥脚本

ひこうきくんとおふねさん とよた かずひこ∥脚本  絵

DVD セロ弾きのゴーシュ 宮沢  賢治／原作

ライオン・キング

ボス・ベイビー トム・マクグラス／監督

からすのぱんやさん  どろぼうがっこう かこさとし／原作

羅生門 黒澤  明／監督

シコふんじゃった。 周防  正行／監督

東京物語 小津  安二郎／監督

　・中標津町図書館に所蔵のない本は、リクエストや他の図書館から取り寄せて借りること（相互貸借）ができます。

　・計根別交流センターでも返却、予約本の受け取り、中標津町図書館の本の取り寄せをすることができます。

　・貸出中の本には予約をすることができます。

　・DVDは館内で閲覧をすることができます。カウンターにてお申し込みください。

　・CDの貸出は中学生以上、1人1点までです。また、返却の際は直接カウンターまでお持ちください。

　・エプロンシアター・パネルシアター・大型紙芝居は団体登録での貸出のみになります。

紙　芝　居

AV資料


