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分類 タイトル 著者 出版者

人生訓． 教訓 仕事のためのセンス入門 松浦／弥太郎‖著 筑摩書房

人生訓． 教訓 はじめて世に出る青年へ 渋沢／栄一‖著 徳間書店

日本 地形がわかる東海道五十三次 大石／学‖監修 朝日新聞出版

行政 警視庁科学捜査官 服藤／恵三‖著 文藝春秋

経営 死なないように稼ぐ。 堀江／貴文‖著 ポプラ社

教育 「ほんとのこと」は、親にはいえない 木村／泰子‖著 家の光協会

自衛隊 自衛隊式セルフコントロール 二見／龍‖著 講談社ビーシー

生命論 ＷＨＡＴ　ＩＳ　ＬＩＦＥ？ ポール・ナース‖著 ダイヤモンド社

鳥類 草木鳥鳥文様 梨木／香歩‖文 福音館書店

医学 新型コロナ対応・民間臨時調査会 アジア・パシフィック・イニシアティブ‖［著］ ディスカヴァー・トゥエンティワン

漫画 ゴールデンカムイ　25 野田／サトル‖著 集英社

漫画 ヤマザキマリ対談集 ヤマザキ／マリ‖［ほか］著 集英社

漫画 いつかあなたをわすれても 桜木／紫乃‖文 集英社

デザイン フラクタル オリヴァー・リントン‖著 創元社

スポーツ その運動、体を壊します。 田中／喜代次‖著 ＳＢクリエイティブ

児童文学研究 落穂ひろい　上下 瀬田／貞二‖著 福音館書店

児童文学研究 落穂ひろい　付録 瀬田／貞二‖著 福音館書店

日本文学 名場面で味わう日本文学６０選 平野／啓一郎‖著 徳間書店

日本文学 野の古典 安田／登‖［著］ 紀伊國屋書店

詩歌 オルペウスオルペウス　6 斉藤／倫‖著 思潮社

小説． 物語 どの口が愛を語るんだ 東山／彰良‖著 講談社

小説． 物語 初詣で　1 佐伯／泰英‖著 文藝春秋

小説． 物語 泳ぐ者 青山／文平‖著 新潮社

小説． 物語 空芯手帳 八木／詠美‖著 筑摩書房

小説． 物語 新謎解きはディナーのあとで 東川／篤哉‖著 小学館

小説． 物語 正欲 朝井／リョウ‖著 新潮社

小説． 物語 走れ外科医 中山／祐次郎‖［著］ 幻冬舎

小説． 物語 チンギス紀　10 北方／謙三‖著 集英社

小説． 物語 泡 松家／仁之‖著 集英社

小説． 物語 沙林 帚木／蓬生‖著 新潮社

小説． 物語 本日も晴天なり 梶／よう子‖著 集英社

小説． 物語 私はスカーレット　4 林／真理子‖著 小学館

小説． 物語 風巻 鳴神／響一‖著 早川書房

小説． 物語 白鳥とコウモリ 東野／圭吾‖著 幻冬舎

小説． 物語 骨を追え　4 堂場／瞬一‖著 文藝春秋

小説． 物語 魂手形 宮部／みゆき‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小説． 物語 逃げるな新人外科医 中山／祐次郎‖［著］ 幻冬舎

小説． 物語 田中家の三十二万石 岩井／三四二‖著 光文社

図書館 新着図書案内



小説． 物語 グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 小路／幸也‖著 集英社

小説． 物語 ドキュメント 湊／かなえ‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小説． 物語 Ｄａｙ　ｔｏ　Ｄａｙ 講談社‖編 講談社

小説． 物語 Ｓｔｏｒｙ　ｆｏｒ　ｙｏｕ 講談社‖編 講談社

エッセイ 予測不能　16 三谷／幸喜‖著 朝日新聞出版

エッセイ おじさんはどう生きるか 松任谷／正隆‖著 中央公論新社

エッセイ 命とられるわけじゃない 村山／由佳‖著 ホーム社

エッセイ 大人の流儀　10 伊集院／静‖著 講談社

エッセイ こころの散歩 五木／寛之‖著 新潮社

エッセイ 小福ときどき災難 群／ようこ‖著 集英社

小説． 物語 アウトサイダー　上下 スティーヴン・キング‖著 文藝春秋

その他のゲルマン文学 アウシュヴィッツで君を想う エディ・デ・ウィンド‖著 早川書房

小説． 物語 理不尽ゲーム サーシャ・フィリペンコ‖著 集英社

野球 高円宮賜杯第３２回全日本学童軟式野球大会 東京新聞／東京中日スポーツ

ティーンズ

分類 タイトル 著者 出版者

情報 くらしをべんりにする新・情報化社会の大研究　１　3～5 藤川／大祐‖監修 岩崎書店

人権 きみはどう考える？人権ってなんだろう　2～3 喜多／明人‖監修 汐文社

思考 想像力スイッチ　3 下村／健一‖編著 汐文社

環境問題 持続的な社会を考える新しい環境問題　3～4 古沢／広祐‖監修 金の星社

ファッション はじめてのファッション　3 木本／晴美‖監修 汐文社

小説・物語 スガリさんの感想文は絶え間ない嵐の中　4 平田／駒‖著 河出書房新社

小説・物語 都会（まち）のトム＆ソーヤ　17 はやみね／かおる‖［著］ 講談社

小説・物語 夢をかなえる未来ノート 本田／有明‖著 ＰＨＰ研究所

小説・物語 さいごのゆうれい 斉藤／倫‖著 福音館書店

小説・物語 学校の怪談５分間の恐怖　だれもいない音楽室 中村／まさみ‖作 金の星社

小説・物語 十年屋　5 廣嶋／玲子‖作 静山社

小説・物語 学校の怪談５分間の恐怖　恐怖の校内放送 中村／まさみ‖作 金の星社

小説・物語 学校の怪談５分間の恐怖　理科室から聞こえる 中村／まさみ‖作 金の星社

小説・物語 みつばちと少年 村上／しいこ‖著 講談社

ドイツ詩歌 魔法つかいの弟子 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ‖作 理論社

ドイツ文学 バンビ フェーリクス・ザルテン‖作 福音館書店

郷土・行政

分類 タイトル 著者 出版者

社会福祉 別海町子育て支援ガイドブック　令和３年度 別海町役場　福祉部福祉課（こども・子育て担当）／編 別海町役場　福祉部福祉課（こども・子育て担当）

紀行 ＨＯ 大鹿　寛　編 ぶらんとマガジン社

読書記録 Ｍｅｍｏｒｉｅｓ　ｏｆ　ｎｅｇｉｂｏｕｚｕ 読み聞かせサークル　ねぎぼうず 読み聞かせサークル　ねぎぼうず

歴史 根新で見る根室五十年史 竹内春雄　　編著 根室新聞社

写真集 キタキツネの贈りもの 久保／敬親‖著 新潮社



児童

分類 タイトル 著者 出版者

なぞなぞ なぞなぞ ワン・ステップ‖編 金の星社

年鑑 調べる学習子ども年鑑　2021 朝日小学生新聞‖監修 岩崎書店

クイズ きょうはなんの日？クイズ ワン・ステップ‖編 金の星社

生活様式 日本の歴史生活図鑑ビジュアルブック 山田／康弘‖監修 東京書店

日本 郷土の発展につくした先人　1～2　4 北／俊夫‖監修 偕成社

個人伝記 池田菊苗 清水／洋美‖文 汐文社

個人伝記 猿橋勝子 清水／洋美‖文 汐文社

地理 日本地理データ年鑑　2021 松田／博康‖監修 小峰書店

政治史・事情 こども地政学 船橋／洋一‖監修 カンゼン

お金 北里柴三郎と千円札物語 オフィス３０３‖編 ほるぷ出版

お金 お金が動かす世界　33 関／和之‖マンガ・イラスト 旺文社

仕事 しごとのふしぎなぜ？どうして？ 藤田／晃之‖監修 高橋書店

社会福祉 福祉用具の図鑑 徳田／克己‖監修 金の星社

社会福祉 福島に生きる凛ちゃんの１０年 豊田／直巳‖写真・文 農山漁村文化協会

障がい 学習障害のおはなし　3 細川／貂々‖絵 平凡社

障がい ＡＤＨＤのおはなし　2 細川／貂々‖絵 平凡社

障がい 自閉症スペクトラムのおはなし　1 細川／貂々‖絵 平凡社

実験 おいしい！ふしぎ！理科実験スイーツとける・ふくらむ　ギフト＆デコスイーツ ＷＩＬＬこども知育研究所‖編著 金の星社

実験 おいしい！ふしぎ！理科実験スイーツねばる・かたまる　和スイーツ ＷＩＬＬこども知育研究所‖編著 金の星社

星座 星と星座の動き 藤井／旭‖監修・写真 ほるぷ出版

恐竜 進化をたどる７億年の旅 ジョン・ウッドワード‖作 河出書房新社

恐竜 きょうりゅう 小林／快次‖監修 高橋書店

動物 いきものクイズ ワン・ステップ‖編 金の星社

動物 だれのうんち？ 有沢／重雄‖構成・文 偕成社

動物 ペットボトルで育てよう　水の生き物 谷本／雄治‖著 汐文社

動物 Ｎｏ．１図鑑　動物 藤原／尚太郎‖監修 文響社

からだ はっきりみえているかな？ せべ／まさゆき‖絵 金の星社

からだ はっきりあじがわかるかな？ せべ／まさゆき‖絵 金の星社

衛生 知っておきたい！新しい生活様式　1～4 佐藤／昭裕‖監修 あかね書房

自動車 はたらくくるま 小賀野／実‖監修 高橋書店

手芸 手作りって楽しい！はじめての手芸　布でつくる 寺西／恵里子‖作 汐文社

手芸 手作りって楽しい！はじめての手芸　毛糸でつくる 寺西／恵里子‖作 汐文社

手芸 手作りって楽しい！はじめての手芸　ビーズ＆プラバンでつくる 寺西／恵里子‖作 汐文社

食品． 料理 たべものクイズ ワン・ステップ‖編 金の星社

植物 ペットボトルで育てよう　野菜・花 谷本／雄治‖著 汐文社

造園 日本庭園を楽しむ絵本 大野／八生‖作 あすなろ書房

自転車 気をつけよう！自転車トラブル　3 日本交通安全教育普及協会‖監修 汐文社

芸術 アートって何だろう 中島／裕司‖訳 保育社

図工 図工が楽しくなる　34 鳥居／志帆‖マンガ・イラスト 旺文社

絵画 これが鳥獣戯画でござる 結城／昌子‖構成・文 小学館



写真 風船で宇宙を見たい！ 岩谷／圭介‖著 くもん出版

おりがみ 気持ちを届けよう！世界にひとつの手作り手紙　1～2 寺西／恵里子‖作 汐文社

おりがみ 季節と行事のおりがみくらぶ　３～4 新宮／文明‖著 ほるぷ出版

おりがみ おえかきおりがみ 小林／一夫‖監修 朝日新聞出版

工作 ギュギュっとまるごと！牛乳パック工作大集合吉田／未希子‖著 いかだ社

おりがみ つくってあそべる！女の子のかわいいおりがみデラックス 新宮／文明‖著 西東社

映画 ジュニア空想科学読本　22 柳田／理科雄‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

室内娯楽 バスレクセレクション　3 神代／洋一‖編著 汐文社

日本語 伝わる表現を選ぼう　3 伝わる表現研究会‖編著 汐文社

日本語 だじゃれことわじゃ ななもり／さちこ‖作 理論社

日本語 完全版ことわざ・四字熟語・慣用句大辞典１１２０青木／伸生‖監修 西東社

物語 きつねの窓 安房／直子‖作 金の星社

物語 きつね山の赤い花 安房／直子‖作 金の星社

物語 こんなにおもしろい日本の神話　2～3 渡邉／卓‖著 汐文社

物語 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　15 廣嶋／玲子‖作 偕成社

物語 葉っぱにのって 濱野／京子‖作 金の星社

物語 ひかる石のおはなし 小手鞠／るい‖作 あかね書房

物語 ずっと一年生！？ 宗田／理‖作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

物語 こちらパーティー編集部っ！　15 深海／ゆずは‖作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

物語 ルルとララのガトーショコラ あんびる／やすこ‖作・絵 岩崎書店

物語 クルミ先生とまちがえたくないわたし 令丈／ヒロ子‖作 ポプラ社

物語 がっこうのおばけずかん 斉藤／洋‖作 講談社

物語 ほねほねザウルス　24 カバヤ食品株式会社‖原案・監修 岩崎書店

物語 うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠／るい‖さく 講談社

物語 迷子の星たちのメリーゴーラウンド 日向／理恵子‖著 小学館

物語 あおぞらこども食堂はじまります！ いとう／みく‖作 ポプラ社

物語 いちばんたいせつなもの 斎藤／貴男‖作 新日本出版社

物語 りんごの木を植えて 大谷／美和子‖作 ポプラ社

物語 絶体絶命ゲーム　9 藤／ダリオ‖作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

物語 わたし、パリにいったの たかどの／ほうこ‖著 のら書店

物語 つくしちゃんとおねえちゃん いとう／みく‖作 福音館書店

物語 はりねずみのルーチカ　10 かんの／ゆうこ‖作 講談社

物語 おもちゃの国へようこそ 如月／かずさ‖作 小峰書店

物語 一年生なんだもん 村上／しいこ‖さく 学研プラス

物語 時間割男子　5 一ノ瀬／三葉‖作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

物語 クローバーと魔法動物　3 ケイリー・ジョージ‖作 童心社

紙芝居 ワーニーはみがきできるかな いとう／みき‖脚本・絵 童心社

紙芝居 おさんぽおさんぽポンチョコリーナ 新沢／としひこ‖脚本 童心社

絵本 へんしんどうぶつえん あきやま／ただし‖作・絵 金の星社

絵本 こいのぼりパーティーぐんぐんすくすく すとう／あさえ‖文 ほるぷ出版

絵本 むしゃむしゃたべたらおいしいぞ みやにし／たつや‖作・絵 鈴木出版

絵本 でんしゃとしょかん 深山／さくら‖文 文研出版



絵本 たいくつなにちようび ＭＩＣＡＯ‖さく・え 理論社

絵本 さるじぞう 大黒／みほ‖再話 あすなろ書房

絵本 どすこいすしずもう　くるまえびぞうのひみつアン／マサコ‖作 講談社

絵本 ちゃーぷちゃぷあひるちゃん 渡辺／朋‖文 文響社

絵本 みんなのこえがきえてしまうんです ナオキ‖語り ほるぷ出版

絵本 うそ 谷川／俊太郎‖詩 主婦の友社

絵本 ぱぱんがパン！ 柴田／ケイコ‖作 アリス館

絵本 どこどこ？セブン　1～3 自由国民社

絵本 どうぶつのなかま（布絵本） 手作り布絵本サークルたんぽぽ

絵本 あまがえるりょこうしゃ 松岡／たつひで‖［作］ 福音館書店

絵本 地球がうみだす土のはなし 大西／健夫‖文 福音館書店

絵本 気のいいバルテクとアヒルのはなし クリスティーナ・トゥルスカ‖作・絵 徳間書店

絵本 しんゆうだけどだいきらい 石山／さやか‖作・絵 岩崎書店

絵本 ぽめちゃんとだっくすちゃん 柴田／ケイコ‖著 白泉社

絵本 恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川／みつひろ‖作・絵 小峰書店

絵本 ありえない！ エリック・カール‖作 偕成社

絵本 あなたのすてきなところはね 玉置／永吉‖作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

絵本 よるがやってくる 下田／昌克‖作 こぐま社

絵本 おまけのじかんだね 松田／もとこ‖文 文研出版

絵本 こうさぎぽーん 麦田／あつこ‖文 ブロンズ新社

絵本 しげちゃんのはつこい 室井／滋‖作 金の星社

絵本 ねむねむこうさぎ 麦田／あつこ‖文 ブロンズ新社

絵本 いえのなかといえのそとで レウィン・ファム‖さく 廣済堂あかつき

絵本 ねずみくんのピッピッピクニック なかえ／よしを‖作 ポプラ社

絵本 あかちゃんですよ　はいどうぞ うしろ／よしあき‖文 アリス館

絵本 かえるのごほうび 木島／始‖さく 福音館書店

絵本 ばいばいいってきまーす みやにし／たつや‖著 アリス館

絵本 ぽめちゃん 柴田／ケイコ‖著 白泉社

絵本 さくららら 升井／純子‖文 アリス館


