
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 4日（火）～１1月 6日（日） 

 

中標津町図書館の本を３冊借りたらオリジナルガ

チャが回せます。※１日１回のチャレンジです。 

期 間｜10月 2９日（土）～11月４日（金） 

場 所｜中標津町図書館 

 

図書館の本にかかっている透明なブックカバーを、 

お持ちの本に無料でおかけします。※１人１日１冊まで 

期  間｜１０月２２日（土）～２８日（金） 

受付時間｜10：30～19:00 ※本のお渡しは翌日 

  

問合せ・申込み 

図書館 0153-73-1121 中標津町図書館へ来館または 

電話にて受付（10:00～19:00） 

  

※感染症の流行状況によって内

容が変更になる場合があります 
 

①図書館キャラクターの名前募集！ 

 中標津ゆかりの絵本作家「かわむらすずみ」さ

んがデザインしてくれた図書館キャラクターたち

の名前を募集します！かわむらすずみさんの絵本

の展示・貸出もします！ 

 

全て１０円です！小銭・買い物袋をご用意ください。 

と き｜１１月６日（日）10：00～14：00 ところ｜しるべっと コミュニティホール 

①【抽選枠】10：00～10：45（要事前申込） 

定 員｜６０名 ※定員を超えた場合は抽選 

申込期間｜10月 18日（火）～30日（日） 

申込方法｜来館・メール・電話 

図書館☎0153-73-1121 

主 催／青空本の広場実行委員会、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団 

②集合！図書館キャラクターの好きな本 

 図書館キャラクターたちの好きな本を集めて 

展示・貸出します。しおりもあります！ 

※貸出は１人１日１冊まで 

 

１０ 
②【自由入場】10：４５～14：00 

※入場制限を行う場合があります。 

※当日開場で申込用紙に必要事項を

ご記入ください 

 

コミュニティホール 



分類 タイトル 著者

いまこそスマホ 岡嶋 裕史∥講師

できるExcel関数 尾崎 裕子∥著

IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください 河瀬 季∥著

図解まるわかりデータサイエンスのしくみ 増井 敏克∥著

読書・読書
法

米澤屋書店 米澤 穂信∥著

SNS別最新著作権入門 井上 拓∥著

エセ著作権事件簿 友利 昴∥著

博物館 47都道府県・博物館百科 可児 光生∥著

哲学 現代思想入門 千葉 雅也∥著

心理学 <叱る依存>がとまらない 村中 直人∥著

人生訓・教
訓

「なりたい自分」になるシンプルなルール 福田 萌子∥著

宗教 寄りそう心 塩沼 亮潤∥著

事典太平洋戦争と子どもたち 浅井 春夫∥編

英国人青年の抑留日記 シディングハム  イーンド  デュア∥著

世界遺産の歩き方 地球の歩き方編集室∥編集

世界の魅力的なビーチと湖 地球の歩き方編集室∥編集

地球の歩き方　ニューヨーク　マンハッタン&ブルックリン 地球の歩き方編集室∥編集

地球の歩き方　ハワイ　オアフ島&ホノルル１ 地球の歩き方編集室∥編集

地球の歩き方JOJOジョジョの奇妙な冒険

地球の歩き方　東京 地球の歩き方編集室∥編集

地球の歩き方　北海道 地球の歩き方編集室∥編集

今こそ学びたい日本のこと 蜂谷 翔音∥著

道の駅で楽しむグルメ温泉エンタメガイド

お金も知識も運もない大学生ふたりのヨーロッパサバイバル旅行記 momo∥著

ロシアとシリア 青山 弘之∥著

数奇な航海 川井 龍介∥著

世界の憲法・日本の憲法 新井 誠∥編

レイプは本当に犯罪ですか? ミシェル  バウドラー∥著

司法書士の仕事と働き方がイチからわかる本 戸谷 満∥監修

新着図書一覧（令和4年8月22日～9月18日受入分）

一　　般　　書

情報科学

図書・書誌
学

歴史

地理・地
誌・紀行

外交・国際
問題

法律



ミクロ経済学 伊藤 元重∥著

地図とデータで見る資源の世界ハンドブック ベルナデット  メレンヌ=シュマケル∥著

誰でもできるのに9割の人が気づいていない、お金の生み出し方 今井 孝∥著

ざっくりわかる簿記の本 宇田川 敏正∥監修

今日から使える企業のSNS危機管理マニュアル 小木曽 健∥著

インサイト原価計算 加登 豊∥編

貨幣・通貨 日本貨幣カタログ　2022 日本貨幣商協同組合∥編集

証券投資の基礎知識 坂下 晃∥監修

教養としての決済 ゴットフリート  レイブラント∥著

財政 図説日本の税制　令和2-3年度版 藤井 大輔∥編著

社会 <サラリーマン>のメディア史 谷原 吏∥著

発達障害フリーランス 銀河∥著

ハラスメントとメンタルヘルス対策 古見 明子∥著

性・ジェン
ダー

限界から始まる 上野 千鶴子∥著

社会病理 君にもできる刃物犯罪対処マニュアル SOU∥著

あなたはどこで死にたいですか? 小島 美里∥著

わたしのまちのじどうかん 児童館研究委員会∥編

消防レスキュー隊員が教えるだれでもできる防災事典 タイチョー∥著

わたし生活保護を受けられますか 三木 ひとみ∥著

福祉サービスの法律と手続き 若林 美佳∥監修

ルポ誰が国語力を殺すのか 石井 光太∥著

教室マルトリートメント 川上 康則∥著

絵本で広がる小学校の授業づくり 齊藤 和貴∥著

「とと」と「とっと」と「発達障害」 平林  景/著

犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉 出口 保行∥著

風俗習慣・
民俗学

世界珍食紀行 山田 七絵∥編

化学 読むだけで身につく化学千夜一夜物語 太田 博道∥著

日本の自然風景ワンダーランド 小泉 武栄∥著

土砂災害の疑問55
日本応用地質学会災害地質研究部会
∥編

生物科学 地球は食べ物 ホモサピ∥著

動物の体色がわかる図鑑 秋山 豊子∥監修

土の中の生き物たちのはなし 島野 智之∥編

経済

企業・経営

金融

労働経済・
労働問題

社会福祉

教育

地球科学・
地学

動物学



東京周辺!お茶目な海のいきもの 塚本 知早∥写真と文

タモ網1本ではじめられる魚とり 仲 義輝∥著

心も体もととのう漢方の暮らし365日 川手 鮎子∥著

泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの教科書 岡田 百合香∥著

新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと?」答えます 今西 洋介∥監修

肝臓こそすべて 尾形 哲∥著

なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 恩蔵 絢子∥著

名医が教える高血圧の治し方 富野 康日己∥著

ウルトラ図解肝炎・肝硬変・肝がん 永井 英成∥監修

「認知症の人」への接し方のきほん 矢吹 知之∥著

がんと向き合うために大切なこと 加藤 隆佑∥著

股関節痛の教科書 齊藤 貴志∥監修

庭仕事の真髄 スー  スチュアート  スミス∥著

いくつになっても「骨」は育つ! 今泉 久美∥著

骨は知っている スー  ブラック∥著

工業 今と未来がわかる工場 多田 夏代∥著

代表作でわかる世界の建築史入門 田所 辰之助∥監修

図解リノベーション大百科

自分でできる!バイク・メンテナンス 源∥著

ドローンのつくり方・飛ばし方 野波 健蔵∥共著

パワーエレクトロニクス 赤津 観∥監修

電子部品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書
野村総合研究所コンサルティング事業本
部∥著

金属工学 よくわかる最新表面熱処理の基本と仕組み 田中 和明∥著

化学工業 トコトンやさしい吸着の本 斎藤 恭一∥著

製造工業 よくわかる最新代替肉の基本と仕組み 齋藤 勝裕∥著

家政学・生
活科学

楽しくできる!DIYで作る家具・小物 山田 芳照∥著

茅木真知子のソーイング作ってみたい12の服 茅木 真知子∥著

これだけでいいソーイングの基本 香田 あおい∥著

楽しくはたらく手作りエプロン

手芸 ミシンでダダダ…!余ったハギレでなに作る?

炊き込みごはん 荒木 典子∥著

家庭の魚料理 川上 文代∥著

動物学

医学

建築学

機械工学

電気工学

裁縫

料理



おうちで作れる実験スイーツレシピ sachi_homemade∥著

つるんと、のどごしのいいおやつ 中川 たま∥著

チェリーのお菓子 藤野 貴子∥著

粉100、水50でつくるすいとん minokamo∥著

自宅で楽しむおいしい珈琲の淹れ方 UCCコーヒーアカデミー∥監修

家庭衛生 湘南ERが教える大切な人を守るための応急手当 湘南ER∥著

豊かな暮らしと“小さな農業” 望月 健∥編著

図解でよくわかる品種・育種のきほん 西尾 剛∥著

園芸 野菜と果物すごい品種図鑑 竹下 大学∥著

水産業 金魚いろ×かたち謎解き図鑑 大森 義裕∥著

地理学で読み解く流通と消費 土屋 純∥著

クイズdeデザイン ingectar‐e∥著

運輸・交通 図解と写真でわかる教養が身につく!日本の鉄道150年史 辻 良樹∥著

通信事業 テレビ番組制作会社のリアリティ 林 香里∥編

かこさとし かこ さとし∥著

とびだせ!長谷川義史 長谷川 義史∥著

花火が写る絶景撮影術 井上 嘉代子∥監修

金継ぎの技法書 工藤 かおる∥著

図説ヨーロッパの装飾文様 浜本 隆志∥著

最新音楽業界の動向とカラクリがよくわかる本 山口 哲一∥著

知識ゼロからの歌舞伎入門 松本 幸四郎∥監修

演芸 全員がサラダバーに行ってる時に全部のカバン見てる役割 岡本 雄矢∥著

登山のダメージ&体のトラブル解決法 木元 康晴∥編

疲れない山歩きの技術 栗山 祐哉∥監修

ことばと算数 広瀬 友紀∥著

あいまい・ぼんやり語辞典 森山 卓郎∥編

文学理論 批評の教室 北村 紗衣∥著

日本文学 文豪の素顔 高橋 敏夫∥監修

工藤直子詩集 工藤 直子∥著

寺山修司詩集 寺山 修司∥著

宮沢賢治詩集 宮沢 賢治∥著

日本の小説 凍る草原に鐘は鳴る 天城 光琴∥著

料理

農業

商業

芸術・美術

スポーツ

言語

詩歌



此の世の果ての殺人 荒木 あかね∥著

ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川 佐和子∥著

マイ・プレゼント 青山 美智子∥著

見つけたいのは、光。 飛鳥井 千砂∥著

やっと訪れた春に 青山 文平∥著

居酒屋ぼったくり　おかわり！３ 秋川 滝美∥[著]

蹴れ、彦五郎 今村 翔吾∥著

サウンド・ポスト 岩城 けい∥著

修羅奔る夜 伊東 潤∥著

とんこつQ&A 今村 夏子∥著

ハヤブサ消防団 池井戸 潤∥著

やわ肌くらべ 奥山 景布子∥著

わたしたち 落合 恵子∥著

おしゃべりな部屋 川村 元気∥著

明日へのペダル 熊谷 達也∥著

家庭用安心坑夫 小砂川 チト∥著

筆のみが知る 近藤 史恵∥著

紅だ! 桜庭 一樹∥著

恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子∥著

嫌われ者の矜持 新堂 冬樹∥著

セカンドチャンス 篠田 節子∥著

先祖探偵 新川 帆立∥著

道 白石 一文∥著

掬えば手には 瀬尾 まいこ∥著

エクアドール 滝沢 志郎∥著

箱庭の巡礼者たち 恒川 光太郎∥著

武漢コンフィデンシャル 手嶋 龍一∥著

号外!幕末かわら版 土橋 章宏∥[著]

小さき王たち　第２部 堂場 瞬一∥著

作家刑事毒島の嘲笑 中山 七里∥著

ほどなく、お別れです　３ 長月 天音∥著

レッドゾーン 夏川 草介∥著

日本の小説



紙の梟 貫井 徳郎∥著

モノクロの夏に帰る 額賀 澪∥著

こいごころ 畠中 恵∥著

点滅するものの革命 平沢 逸∥著

その本は 又吉 直樹∥著

短篇七芒星 舞城 王太郎∥著

墜落 真山 仁∥著

よって件のごとし 宮部 みゆき∥著

星屑 村山 由佳∥著

残星を抱く 矢樹 純∥著

#真相をお話しします 結城 真一郎∥著

鯉姫婚姻譚 藍銅 ツバメ∥著

三体X 宝樹∥著

ひこうき雲 キム エラン∥著

プリズム ソン ウォンピョン∥著

帰りたい カミーラ  シャムジー∥著

夏 アリ  スミス∥著

祖父の祈り マイクル  Z.リューイン∥著

華麗な復讐株式会社 ヨナス  ヨナソン∥著

ニホンジン オスカール  ナカザト∥著

ひとまず上出来 ジェーン  スー∥著

居場所がないのがつらいです 高橋 源一郎∥著

言葉の還る場所で 谷川 俊太郎∥著

パリの空の下で、息子とぼくの3000日 辻 仁成∥著

あした何着よう 林 真理子∥著

スマホになじんでおりません 群 ようこ∥著

本を読んだら散歩に行こう 村井 理子∥著

日記・書
簡・紀行

飛び立つ季節 沢木 耕太郎∥著

刑期なき殺人犯 ミキータ  ブロットマン∥著

自閉症のぼくは書くことで息をする ダーラ  マカナルティ∥著

大活字本 太宰治大活字本シリーズ 7  グッド・バイ 太宰 治∥著

文庫 史的システムとしての資本主義 ウォーラーステイン∥著

日本の小説

外国の小説

評論・エッ
セイ

記録・手
記・ルポ



いかにして発明国民となるべきか 高峰 譲吉∥[著]

あぁ、だから一人はいやなんだ。　2 いとう あさこ∥[著]

イクサガミ　天 今村 翔吾∥[著]

リセット 五十嵐 貴久∥[著]

ミッドナイトスワン 内田 英治∥著

見えない階 鏑木 蓮∥著

邂逅 小杉 健治∥著

奪還 小杉 健治∥著

父の声 小杉 健治∥著

御留山 佐伯 泰英∥著

島崎藤村短篇集 島崎 藤村∥[著]

アルハンブラ物語 W.アーヴィング∥著

田舎医者/断食芸人/流刑地で カフカ∥著

中国のデジタルイノベーション 小池 政就∥著

読書会という幸福 向井 和美∥著

哲人たちの人生談義 國方 栄二∥著

空海 松長 有慶∥著

歴史像を伝える 成田 龍一∥著

曾国藩 岡本 隆司∥著

応援消費 水越 康介∥著

タヌキとキツネ　8 アタモト∥著

日本哺乳類図譜 久保 敬親∥写真

ヒグマとの戦い 西村 武重∥著

北海の狩猟者 西村 武重∥著

やどかり日記 岬  千鶴/著

アイヌ アイヌ文化史辞典 関根 達人∥編

百科事典 現代用語の基礎知識学習版　2022-2023 現代用語検定協会∥監修

心理学 自分を好きになれない君へ 野口 嘉則∥著

金融 13歳からの3000円投資生活 横山 光昭∥著

コ　ミ　ッ　ク

郷土資料

ヤングアダルト

文庫

新書

中標津



社会福祉 障害者ってだれのこと? 荒井 裕樹∥著

数学 中学数学1～3年

医学 ウイルスって何だろう 青野 由利∥著

漢字が日本語になるまで 円満字 二郎∥著

くもんの中学英語リスニング

文学 はじめて読む!海外文学ブックガイド 越前 敏弥∥[ほか]著

本好きの下剋上　第5部[9] 香月 美夜∥著

笹森くんのスカート 神戸 遙真∥著

母の国、父の国 小手鞠 るい∥著

日向丘中学校カウンセラー室　2 まはら 三桃∥著

金網の向こう 向山 貴彦∥文

異世界のんびり素材採取生活　3 錬金王∥著

妖怪コンビニ 令丈 ヒロ子∥作

山羊は天国草を食べない 曹 文軒∥作

ロンドン・アイの謎 シヴォーン  ダウド∥著

住所、不定 スーザン  ニールセン∥作

農業者になるには 大浦 佳代∥著

これでかせげる!?激レアおしごとファイル カルロス矢吹∥文

怪盗レッド　21 秋木 真∥作

人狼サバイバル　11 甘雪 こおり∥作

世界一クラブ　15 大空 なつき∥作

「みんな違ってみんないい」のか? 山口 裕之∥著

富士山はいつ噴火するのか? 萬年 一剛∥著

大絶滅は、また起きるのか? 高橋 瑞樹∥著

こうもり アヤ井 アキコ∥作

へんてこはやくちことば 新井 洋行∥作  絵

給食室のいちにち 大塚 菜生∥文

はたけの絵本 いわむら かずお∥著

はだしであるく 村中 李衣∥文

かきごおり 石津 ちひろ∥作

ねずみくんはカメラマン なかえ よしを∥作

新書

絵本

言語

日本の小説

外国の小説

進学・就職

文庫

児　童　書



ワニのたまごやさん 有田 奈央∥文

いきぬけ!サバンナのどうぶつ 鎌田 歩∥さく

いちにちむかしばなし ふくべ  あきひろ∥さく

みそこちゃん かとう まふみ∥作

ロケットペンギン 中川 ひろたか∥文

めをさませ 五味 太郎∥作

パンパンパンパンパンダパン ささき みお∥作  絵

わけあって絶滅したけど、すごいんです。 サトウ マサノリ∥著

くすのきだんちはサン!サン!サン! 武鹿 悦子∥作

電車になったあおむし 菅原 真知子∥作

かみなり 武田 康男∥監修  写真

だれのほね?　2 たけうち ちひろ∥文  切り絵

ペンギンたんけんたい 斉藤 洋∥作

ねずみさんのパンツ tupera tupera∥作

かえりみち ブリッタ  テッケントラップ∥作  絵

おおきくなったら、なんになる? 刀根 里衣∥著

にじいろのペンダント 陳 天璽∥作

ピカッゴロゴロニャー! 広瀬 克也∥[作]

バスが来ましたよ 由美村 嬉々∥文

PUI PUIモルカー むしゃむしゃおそうじ 見里 朝希∥監修

ちこく姫 よしなが こうたく∥さく

どうぶつのわかっていること・わかっていないこと 京都大学野生動物研究センター∥監修

にらめっこしましょ むっしっし よこた いくこ∥ぶん

となりのホンドギツネ 渡邉 智之∥写真  文

あわあわわあい! ジャクリーヌ  デイヴィーズ∥さく

アーサーと金いろのつな ジョー  トッド=スタントン∥著

わたしとあなたのものがたり アドリア  シオドア∥文

したきりすずめ 石井 桃子∥再話

いぬいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ∥作  絵

ぴよちゃんのいもうと いりやま さとし∥著

ぴよちゃんのおかあさんどこ? いりやま さとし∥著

うらしまたろう いとい ゆき∥え

絵本



3びきのこぶた オカタオカ∥え

おおきいちいさい たけうち ちひろ∥作

ももたろう 中山 信一∥え

トイレトイレ 西村 敏雄∥作

じゃーんけん 山岡 ひかる∥作

あかずきんちゃん グザビエ  ドゥヌ∥作

3びきのくま グザビエ  ドゥヌ∥作

さんびきのこぶた グザビエ  ドゥヌ∥作

ながぐつをはいたネコ グザビエ  ドゥヌ∥作

ちっちゃなおさかなちゃん ヒド  ファン  ヘネヒテン∥作  絵

かくれんぼしましょ うさぎさん スティーブン　バーカー∥え

ムシてつ 牛窪 良太∥著

あつめる!はこぶ!せいそうしゃ 片平 直樹∥ぶん

ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくんはどこだ? 薫 くみこ∥作

でんしゃがとおりまーす! オームラ トモコ∥著

すけすけのりもの なかしま じゅんこ∥作

エリック・カールのえいごがいっぱい どうぶつあつまれ! エリック  カール∥絵

オズのまほうつかい [ボーム∥原作]

ばけばけばけばけばけたくん　おまつりの巻 岩田  明子∥ぶん  え

まよなかのおしっこ さいとう しのぶ∥作

ノラネコぐんだんおかしなさがしえブック 工藤 ノリコ∥原作

チロヌップの子 さくら たかはし ひろゆき∥文  絵

チロヌップのにじ たかはし ひろゆき∥文  絵

自動車・飛行機

はじめてのずかん　さかな

はじまりはいつ?今につながるくらしと文化　社会 幸運社∥編著

はじまりはいつ?今につながるくらしと文化　生活 幸運社∥編著

はじまりはいつ?今につながるくらしと文化文化 幸運社∥編著

心理学 課題解決のヒケツ 北川 達夫∥監修

しらべてまとめるまちとくらしのうつりかわり　1 澤井 陽介∥監修

しらべてまとめるまちとくらしのうつりかわり　2 澤井 陽介∥監修

しらべてまとめるまちとくらしのうつりかわり　3 澤井 陽介∥監修

絵本

百科事典

歴史



稲むらの火の男浜口儀兵衛 中島 望∥著

中村哲物語 松島 恵利子∥著

北里柴三郎 森 孝之∥監修

地理・地
誌・紀行

アマゾン川 サングマ  フランシス∥文

いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと　1 宇野 重規∥監修

いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと　2 宇野 重規∥監修

いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと　3 宇野 重規∥監修

法律がわかる!桃太郎こども裁判 岩貞 るみこ∥文

6歳から親子で学ぶこども法律図鑑 遠藤 研一郎∥監修

こども行動経済学 犬飼 佳吾∥監修

やさしくわかる17の目標SDGsおはなし絵本　1 松葉口 玲子∥監修

やさしくわかる17の目標SDGsおはなし絵本　2 松葉口 玲子∥監修

やさしくわかる17の目標SDGsおはなし絵本　3 松葉口 玲子∥監修

やさしくわかる17の目標SDGsおはなし絵本　4 松葉口 玲子∥監修

やさしくわかる17の目標SDGsおはなし絵本　5 松葉口 玲子∥監修

未来をつくる仕事図鑑　1

未来をつくる仕事図鑑　2

おしごと年鑑　2022 谷 和樹∥監修

読んでみない?からだのこと。 明橋 大二∥監修

ジェンダー・アイデンティティ 佐々木 掌子∥監修

きめつけないで!「女らしさ」「男らしさ」　1 治部 れんげ∥著

きめつけないで!「女らしさ」「男らしさ」　2 治部 れんげ∥著

きめつけないで!「女らしさ」「男らしさ」　3 治部 れんげ∥著

からだの性 長谷川 奉延∥監修

社会病理 ぼうはん 清永 奈穂∥監修

僕らが学校に行く理由 渋谷 敦志∥写真  文

授業で活躍!タブレットPCで写真を撮ろう　1 並木 隆∥監修

授業で活躍!タブレットPCで写真を撮ろう　2 並木 隆∥監修

授業で活躍!タブレットPCで写真を撮ろう　3 並木 隆∥監修

風俗習慣・
民俗学

12歳までに身につけたいルール・マナーの超きほん 岩下 宣子∥監修

伝説・民話 妖怪なんでも入門 水木 しげる∥著

化学 みんなが知りたい!元素のすべて 「元素のすべて」編集室∥著

伝記

政治

法律

経済

労働経済・
労働問題

性・ジェン
ダー

教育



地球科学・
地学

かみなり 妹尾 堅一郎∥監修

古生物学 絶滅動物最強王図鑑 實吉 達郎∥監修

せつない!いきものの死に方図鑑 今泉 忠明∥監修

びっくり!動物園のおしごと大図鑑 DK社∥編

動物最強王図鑑 實吉 達郎∥監修

だれのからだ? 有沢 重雄∥構成  文

鳥は恐竜だった 鈴木 まもる∥作  絵

お山のライチョウ 戸塚 学∥写真  文

草はらをのぞいてみればカヤネズミ ゆうき えつこ∥文

ちゃんと知りたい「がん」のこと　1 保坂 隆∥監修

ちゃんと知りたい「がん」のこと　2 保坂 隆∥監修

ちゃんと知りたい「がん」のこと　3 保坂 隆∥監修

くちからはいりやすいウイルスのはなし 大久保 祐輔∥作  監修

はなからはいりやすいウイルスのはなし 大久保 祐輔∥作  監修

めからはいりやすいウイルスのはなし 大久保 祐輔∥作  監修

なぜ?から調べるごみと環境　1 森口 祐一∥監修

なぜ?から調べるごみと環境　2 森口 祐一∥監修

なぜ?から調べるごみと環境　3 森口 祐一∥監修

なぜ?から調べるごみと環境　4 森口 祐一∥監修

なぜ?から調べるごみと環境　5 森口 祐一∥監修

金属工学 こどもが探せる身近な場所のきれいな石材図鑑 柴山 元彦∥著

はじめてのこどもキッチン 鈴木 薫∥著

小学生のお料理ブック 新谷 友里江∥著

農業 食糧危機のサバイバル ゴムドリco.∥文

図画工作deたのしい作品づくり こすりだし・すりだし 柴田 芳作∥監修

回転ずし・レジをつくろう いしかわ まりこ∥作

ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう いしかわ まりこ∥作

自動販売機・ふくびきをつくろう いしかわ まりこ∥作

どの本よりわかりやすい!おもしろしかけの貯金箱 寺西 恵里子∥[著]

図画工作deたのしい作品づくり 紙そめ 柴田 芳作∥監修

おりがみできたよ! 朝日 勇∥監修

気持ちを届けよう!世界にひとつの手作り手紙　1 寺西 恵里子∥作

動物学

医学

衛生工学

料理

芸術・美術



気持ちを届けよう!世界にひとつの手作り手紙　2 寺西 恵里子∥作

気持ちを届けよう!世界にひとつの手作り手紙　3 寺西 恵里子∥作

5分後にときめくラスト エブリスタ∥編

ラストで君は「まさか!」と言う　時空を超えて PHP研究所∥編

ワニのガルド おーなり 由子∥作  絵

ノレノレかるた こまつ あやこ∥著

トーキングドラム 佐藤 まどか∥著

みどりの森のなかまたち たかどの ほうこ∥作

やまの動物病院 なかがわ ちひろ∥作  絵

消えた図書室 西村 友里∥作

かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる! 原 ゆたか∥さく  え

空と大地に出会う夏 濱野 京子∥作

ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋 玲子∥作

ドリトル先生ガラパゴスを救う 福岡 伸一∥著

水まきジイサンと図書館の王女さま 丸山 正樹∥作

てつほうの鳴る浜 森川 成美∥作

海のこびととひみつの島 サリー  ガードナー∥作

トラからぬすんだ物語 テェ  ケラー∥作

いもうとなんかいらない ロイス  ダンカン∥作

マシュマロおばけ プリシラ  フリードリック∥文

MINECRAFTドラゴンと魔女 ニッキー  ドレイデン∥作

列車探偵ハル　2 M.G.レナード∥著

ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス ミヒャエル  エンデ∥作

ふしぎなメリーゴーラウンド リーザ=マリー  ブルーム∥作

こまいぬぼしゅうちゅう
おはなしチャイルド（2022年9月号）

尾崎 玄一郎∥さく  え

もぐらもぐもぐ
もこちゃんチャイルド（2022年9月号）

かんの ゆきこ∥さく  え

たっくんのかごぐるま
チャイルドブックアップル（2022年9月号）

ようふ ゆか∥さく  え

なあちゃん なでなで
こどものとも０・１・２  （２０２２年１０月号通巻３３１号）

パンダのたこやきやさん
こどものとも年少版(２０２２年１０月号通巻５４７号)

おやどのこてんぐ
こどものとも(２０２２年１０月号通巻７９９号)

タキーレとうのワイラ
こどものとも年中向き(２０２２年１０月号通巻４３９号)

かみのおと どんなおと
月刊 ちいさなかがくのとも(２０２２年１０月号通巻２４７号)

芸術・美術

叢書・選集

日本の小説

外国の小説

定期購読絵
本



じぶんがみえない
月刊かがくのとも(２０２２年１０月号通巻６４３号)

ヒキガエルとくらす
月刊たくさんのふしぎ(２０２２年９月号通巻４５０号)

コウノトリのおくりもの 八百板 洋子∥脚本

はじめてのあかずきん 原 ペコリ∥絵

はじめてのおおかみとしちひきのこやぎ 吉田 尚令∥絵

はじめてのおおきなかぶ Sachicafe∥絵

はじめてのさんびきのこぶた ヒロミチイト∥絵

はじめてのシンデレラ あおき ひろえ∥絵

はじめてのみにくいあひるのこ てづか あけみ∥絵

かばのタロ わしお としこ∥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

定期購読絵
本


