
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月６日（火）～12月 28日（水） 

読み手参加型のおはなし会です♪本を読んでいた

だける方（年齢・経験問わず）を募集しています。 

 

と き／１２月１０日(土)１４：００～３０分程度 

ところ／しるべっと おはなしコーナー 

読み手申し込み／11月 2６日（土）～12月７日（水） 

読み手定員／先着５名程度  

休館中の本の返却は、ブックポストへお入れください。 

※以下の資料は、開館中にご返却ください。 

・CD、VHS  

・相互貸借本（中標津町図書館から借りた本のうち、他の 

図書館のバーコードがついているもの）  
１２月２９日（木）～１月５日（木） 

 

  

カウンター体験・本を使った調べもの体験をします。  

と き／１月９日(月・祝) 

①１０：４５～ ②１４：１５～ ③１５：１５～ 

※各回４５分 

ところ／図書館 

対象定員／町内在住の小学生・各回４名 

          ※定員を超えた場合は抽選 

申込期間／１２月１０日(土)～１２月２４日(土) 

図書館で除籍となった本を無料でお譲りします。 

本を入れる袋をご持参ください。 

と き／１２月４日(日)１１：１５～１４：００ 

   ※１０：３０からの回は申込を締め切りました 

ところ／しるべっと コミュニティホール 

参加方法／当日会場に設置する申込用紙に記入の

上、受付にお渡しください。 

※混雑時、入場制限を行う場合があります 

 

読み聞かせサークル「おはなしの木」による楽しいクリ

スマスのおはなしがあります♪ 

と き／１２月１１日(日)１１：００～ ３０分程度 

ところ／しるべっと コミュニティホール 

対象・定員／乳幼児～小学生・８０名程度 

※混雑時、入場制限を行う場合があります 

参加方法／事前配布の入場チケットを当日お持ちくだ

さい。 

     ※チケットはとしょかんだより、図書館窓口で配布、

またはホームページよりダウンロードできます。 

 



分類 タイトル 著者

アドラー心理学 岩井 俊憲∥監修

アタッチメントがわかる本 遠藤 利彦∥監修

いま、目の前にいる人が大切な人 坪崎 美佐緒∥著

相法・易占 星ひとみの天星術超図鑑 星 ひとみ∥著

限りある時間の使い方 オリバー  バークマン∥著

70代で死ぬ人、80代でも元気な人 和田 秀樹∥著

70歳が老化の分かれ道 和田 秀樹∥著

大正女官、宮中語り 山口 幸洋∥著

田中清玄 徳本 栄一郎∥著

世界のすごいホテル 地球の歩き方編集室∥編集

地球の歩き方　日本 地球の歩き方編集室∥編集

まっぷる　佐賀　2022

まっぷる　北陸・金沢　'23

個人情報保護法の解説 園部 逸夫∥編集

普通の若者がなぜテロリストになったのか カーラ  パワー∥著

外交・国際
問題

赤い水曜日 金 柄憲∥著

企業・経営 キャリアデザインのための企業法務入門 松尾 剛行∥著

社会保障 社会保障のトリセツ 山下 慎一∥著

性・ジェン
ダー

HAVE PRIDE ステラ  A.コールドウェル∥著

社会病理 逃げるが勝ち 高橋 ユキ∥著

愛着障害は何歳からでも必ず修復できる 米澤 好史∥著

6カ国転校生ナージャの発見 キリーロバ  ナージャ∥著

自ら学ぶ子に育つおうち遊び勉強法 ぎん太∥マンガ  文

子育ては声かけが9割 佐藤 亮子∥著

「勉強法のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。 藤吉 豊∥著

風俗習慣・
民俗学

日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼 正一∥著

地球科学・
地学

新・雲のカタログ 村井 昭夫∥文と写真

動物学 カモフラージュ スティーブ  パーカー∥著

医学 運動脳 アンデシュ  ハンセン∥著

新着図書一覧（令和４年１０月２１日～１１月１９日受入分）

一　　般　　書

心理学

人生訓・教
訓

伝記

地理・地
誌・紀行

社会科学

教育



ストレス脳 アンデシュ  ハンセン∥著

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けBOOK 町田 秀樹∥著

マスクを捨てよ、町へ出よう 井上 正康∥著

きくち体操「心」の教室 菊池 和子∥著

気象病ハンドブック 久手堅 司∥著

炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典 竹並 恵里∥監修

技術・工学 図解最新知的財産権のしくみと手続きがわかる事典 渡辺 弘司∥監修

建築学 世界を変えた建築構造の物語 ロマ  アグラワル∥著

機械工学 DIYでキャンピングカーを作る

通信工学・
電気通信

サーバーのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる本 横田 一輝∥著

家政学・生
活科学

60歳からの疲れない家事 本間 朝子∥著

手芸 はじめてのナチュラルドライフラワー 吉本 博美∥著

有元葉子 豆 有元 葉子∥著

今日からはじめる減塩ごはん 小田 真規子∥著

やめレシピ 近藤 幸子∥著

農業 逐条解説種苗法
農林水産省輸出  国際局知的財産課
∥編著

家畜・愛玩
動物

私みたいな者に飼われて猫は幸せなんだろうか? 能町 みね子∥著

運輸 地図鉄のすすめ 今尾 恵介∥[著]

川崎誠二のちいさな木彫り 川崎 誠二∥著

花と木沓 おの ちよ∥絵と文

シティポップとは何か 柴崎 祐二∥編著

超ファシリテーション力 平石 直之∥著

伝わる仕組み 藤井 貴彦∥著

言いたいことを、人を動かす“ことば”に変えるすごい言い換え700語 話題の達人倶楽部∥編

敬語の事典 荻野 綱男∥編

英語教育論争史 江利川 春雄∥著

文学 文豪の風景 高橋 敏夫∥監修

さっきまでは薔薇だったぼく 最果 タヒ∥著

シルバー川柳　12 全国有料老人ホーム協会∥編

ゆいごん川柳
日本財団遺贈寄付サポートセンター∥
編

超シルバー川柳　笑顔がいっぱい編 みやぎシルバーネット∥編

日本の小説 invert　2 相沢 沙呼∥著

医学

料理

芸術・美術

言語

詩歌



かんむり 彩瀬 まる∥著

三世代探偵団　4 赤川 次郎∥著

ぼくらの心に灯ともるとき 青木 省三∥著

森江春策の災難 芦辺 拓∥著

五木寛之セレクション　1 五木 寛之∥著

奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久∥著

切腹屋 岩井 三四二∥著

高島太一を殺したい五人 石持 浅海∥著

ペットショップ無惨 石田 衣良∥著

ドラゴンズ・タン 宇佐美 まこと∥著

掌に眠る舞台 小川 洋子∥著

リバー 奥田 英朗∥著

レジデンス 小野寺 史宜∥著

介護者D 河崎 秋子∥著

クローゼットファイル 川瀬 七緒∥著

見習医ワトソンの追究 鏑木 蓮∥著

豪球復活 河合 莞爾∥著

我、鉄路を拓かん 梶 よう子∥著

孤立宇宙 熊谷 達也∥著

爆弾犯と殺人犯の物語 久保 りこ∥著

アナベル・リイ 小池 真理子∥著

マル暴ディーヴァ 今野 敏∥著

余命10年 小坂 流加∥著

首取物語 西條 奈加∥著

英雄 真保 裕一∥著

競争の番人　2 新川 帆立∥著

クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介∥著

素晴らしき国 小路 幸也∥[著]

われ去りしとも美は朽ちず 玉岡 かおる∥著

しろがねの葉 千早 茜∥著

イオカステの揺籃 遠田 潤子∥著

オリンピックを殺す日 堂場 瞬一∥著

日本の小説



越境刑事 中山 七里∥著

警察医の戒律 直島 翔∥[著]

怪盗フラヌールの巡回 西尾 維新∥著

小説の小説 似鳥 鶏∥著

家裁調査官・庵原かのん 乃南 アサ∥著

新!店長がバカすぎて 早見 和真∥[著]

若葉荘の暮らし 畑野 智美∥著

キッズ・アー・オールライト 丸山 正樹∥著

愚者の階梯 松井 今朝子∥著

いけない　2 道尾 秀介∥著

晴明変生 森谷 明子∥[著]

ええじゃないか 谷津 矢車∥著

方舟 夕木 春央∥著

太陽が死んだ日 閻 連科∥著

流浪地球 劉 慈欣∥著

老神介護 劉 慈欣∥著

忘れたとは言わせない トーヴェ  アルステルダール∥著

翼っていうのは噓だけど フランチェスカ  セラ∥著

ぼくはソ連生まれ ヴァシレ  エルヌ∥著

作家の老い方 草思社編集部∥編

お母ちゃんの鬼退治 小手鞠 るい∥作

日記・書簡 出てこい海のオバケたち 椎名 誠∥著

抑留記 竹原 潔∥著

戦争日記 オリガ  グレベンニク∥著

ロウソクの科学 ファラデー∥著

きよのお江戸料理日記　1 秋川 滝美∥[著]

きよのお江戸料理日記　2 秋川 滝美∥[著]

きよのお江戸料理日記　3 秋川 滝美∥[著]

一人二役 佐伯 泰英∥著

悪意 東野 圭吾∥[著]

雪煙チェイス 東野 圭吾∥著

どちらかが彼女を殺した 東野 圭吾∥[著]

エッセイ・
随筆

記録・手
記・ルポ

文庫

日本の小説

外国の小説



レミは生きている 平野 威馬雄∥著

ステパンチコヴォ村とその住人たち ドストエフスキー∥著

ミャンマー現代史 中西 嘉宏∥著

アメリカとは何か 渡辺 靖∥著

江戸漢詩の情景 揖斐 高∥著

大活字 森鷗外大活字本シリーズ　2 森 鷗外∥著

歴史 断面 北海道ノンフィクション集団∥著

地理・地
誌・紀行

札幌の地名がわかる本 関 秀志∥編

アイヌ アイヌ語で考える縄文地名 網野 皓之∥著

中学生から身につけておきたい賢く生きるための金融リテラシー 子どもの学び編集部∥著

装備製作系チートで異世界を自由に生きていきます　2 tera∥著

装備製作系チートで異世界を自由に生きていきます　3 tera∥著

装備製作系チートで異世界を自由に生きていきます　4 tera∥著

装備製作系チートで異世界を自由に生きていきます　5 tera∥著

装備製作系チートで異世界を自由に生きていきます　6 tera∥著

へんしんロボット あきやま ただし∥作  絵

めがねどろぼう 桂 文我∥ぶん

ごろんずっしりさつまいも いわさ ゆうこ∥さく

ほんとだもん! いもと ようこ∥作絵

ぼくとお山と羊のセーター 飯野 和好∥作

ぽっとんころころどんぐり いわさ ゆうこ∥さく

まっかっかトマト いわさ ゆうこ∥さく

ちいさいおねえちゃん いとう みく∥作

クジラの進化 水口 博也∥文

ケーキのずかん 植田 まほ子∥絵

けいさつのずかん 山田 タクヒロ∥絵

海に生きる!ウミガメの花子 黒部 ゆみ∥写真　文

ワニくんのはじめてのおでかけ 古内 ヨシ∥文

児　童　書

郷土資料

ヤングアダルト

文庫

新書

絵本



きょうはおうちでうんどうかい 新井 悦子∥さく

ゆめぎんこう おじいちゃんのおともだち コンドウ アキ∥著

ハコフグのねがい さかなクン∥さく　え

パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田 ケイコ∥作

レッサーパンダのパティりんごばたけのアップルパイ serico∥え

ひみつのえんそく かわしま えつこ∥作

よるのやおやさん 穂高 順也∥文

なにになれちゃう? チョー ヒカル∥著

ふしぎなひきだし 苅田 澄子∥作

1まいのがようし 長坂 真護∥[作]

おふくさんの12かげつ 服部 美法∥ぶん  え

あのこ 樋勝 朋巳∥作

モモンガのはいたつやさん もりのいたずらっこ ふくざわ ゆみこ∥著

おイモだ、ほい! 服部 千春∥作

からっぽのにくまん まつなが もえ∥著

バジとばじくん 松丘 コウ∥作  絵

ふっと… 内田 麟太郎∥文

畑の一年 向田 智也∥作

リスタクシー もとやす けいじ∥著

ヨルとよる あさの ますみ∥作

いってらっしゃーい りとう ようい∥作  絵

たすけてー りとう ようい∥作  絵

まよなかの魔女たち エイドリアン  アダムズ∥作  絵

きょうはふっくらにくまんのひ メリッサ　イワイ∥作

とびらのむこうにドラゴンなんびき? ヴァージニア  カール∥作  絵

しかくいののじかん パメラ　ポール∥ぶん

ともだちがほしかったおばけ スザンヌ　コフマン∥作

イライラのあらし ルイーズ  グレッグ∥作

おはなしのたねをまくと… クラウディオ  ゴッベッティ∥作

イツァーク トレーシー  ニューマン∥文

すかしてビックリ!手のしくみ イダン  ベン=バラク∥作

だれかがいちばん 三木 卓∥文

絵本



おおきいかさ エイミー  ジューン  ベイツ∥さく

ママってすごーい! クリス  ホートン∥作

びんにいれてごらん デボラ　マルセロ∥作

じぶんのきもちみんなのきもち サラ  オレアリー∥さく

もぐもぐがじがじ 中野 明美∥文

ぱっかーん! 砂糖 ゆき∥さく

まねまねどうぶつ shimizu∥作  絵

タオルちゃん 室井 滋∥さく

アンパンマン大図鑑プラス　1 やなせ たかし∥原作

アンパンマン大図鑑プラス　2 やなせ たかし∥原作

てあらイーモうがイーモ わたなべ あや∥絵

ミッフィーのおうちへようこそ ディック  ブルーナ∥絵

くるまね?でんしゃさ! うちむら たかし∥作

どこ? 山形 明美∥作

雪待ち鬼 英ノ介∥文

まねっこどきっ!おばけ まつした さゆり∥ぶん

さわってたのしいレリーフブックおかしのどうぶつえん 村山 純子∥著

さわってたのしいレリーフブックさかな 村山 純子∥著

地理・地
誌・紀行

見て、学んで、力がつく!こども日本地図　2023年版

外交・国際
問題

小学生から知っておきたいザ・外交　1巻 佐藤 優∥総監修

性・ジェン
ダー

みんなで知りたいLGBTQ+　5 電通ダイバーシティ  ラボ∥企画

教育 友だちのこまったがわかる絵本 WILLこども知育研究所∥編  著

ディズニープリンセス幸せをつかむマナー 諏内 えみ∥監修

世界の魔よけ図鑑 三国 信一∥監修

はじめてであう古事記　上巻 西田 めい∥編

はじめてであう古事記　下巻 西田 めい∥編

おねえちゃんって、ときどきなきむし!? いとう みく∥作

三まいのはがき おくやま ゆか∥さく

ニャンの日にまいります! 木内 南緒∥作

黒紙の魔術師と白銀の龍 鳥美山 貴子∥著

にじいろフェアリーしずくちゃん　5 友永 コリエ∥作

はっけよい、子ガッパ! 中山 聖子∥作

日本の小説

絵本

風俗習慣・
民俗学

日本文学



おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー 仁科 幸子∥作

ラベンダーとソプラノ 額賀 澪∥作

たんていベイビー ねじめ 正一∥作

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　18 廣嶋 玲子∥作

まちのおばけずかん ハイ! 斉藤 洋∥作

外国の小説 父さんのゾウ ピーター  カーナバス∥作

ラストで君は「まさか!」と言う　奇妙なプレゼント PHP研究所∥編

こどもに聞かせる一日一話 福音館書店「母の友」編集部∥編

こぶたちゃん どうしたの？
こどものとも０・１・２  （２０２２年１２月号通巻３３３号）

いってみたいな
こどものとも年少版(２０２２年１２月号通巻５４９号)

バーティともみのき
こどものとも年中向き(２０２２年１２月号通巻４４１号)

ゆきのたんじょうび
こどものとも(２０２２年１２月号通巻８０１号)

ゆきかきでんしゃ
月刊 ちいさなかがくのとも(２０２２年１２月号通巻２４９号)

名前のチカラ
月刊たくさんのふしぎ(２０２２年１２月号通巻４５３号)

おじいさんとでこぼこ
おはなしチャイルド（2022年11月号）

赤川 明∥さく  え

のりものいっぱい
もこちゃんチャイルド（2022年11月号）

こわせ たまみ∥さく

コロンかいぞくだん
チャイルドブックアップル（2022年11月号）

かろくこうぼう∥さく

ハロウィンにこんばんは! 礒 みゆき∥脚本  絵

まてまてあんぱん こまつ のぶひさ∥脚本

宮沢賢治  銀河鉄道の夜 杉井  サブロー／監督

アンネ・フランクと旅する日記 アリ・フォルマン／監督・脚本

　・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。
　・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。

紙　芝　居

AV資料

日本の小説

全集・選集

定期購読絵
本


