としょかんの
あたらしい本
えほん

・あかちゃん新社長がやってきた

訓子府町図書館

平成 30 年４月２５日発行

平成 30 年 3 月 11 日～4 月 10 日に入った本です。

。
・おばあちゃんとおんなじ

なかざわ くみこ/作

・おべんとうしろくま

柴田 ケイコ/作

・おもいで星がかがやくとき

刀根 里衣/作

・かべのむこうになにがある？

マーラ フレイジー/作
・アナと雪の女王/家族の思い出

KADOKAWA

ブリッタ テッケントラップ/作
・がまばあさん

マットかずこ/作

・あのとき、そこにきみがいた。やじま ますみ/作

・恐竜えほんスピノサウルス

・いろいろおしたく

・キノキノとポキのふしぎなみ

えがしら みちこ/作
うちゅうはきみのすぐそば
に

柏崎 義明/作
種村 有希子/作

・きみはりっぱなマジシャンだ！
アシュレイ エバンソン/作

いわや けいすけ/作

うちゅうはブラジルより近

ぎょうれつのできるチョコレ

いってほんとう？？

ートやさん ふくざわ ゆみこ/作
小さなチョコが森のみんなを

・映画きかんしゃトーマスとびだせ！友情の大冒険

幸せにすると聞いて・・・

ウィルバート オードリー/作
・おいしいぼうし

シゲタ サヤカ/作

・鬼のかいぎ

立松 和平/作

・おにいちゃんさんかんび

くすのき しげのり/作

・じかんだよー！

さいとう しのぶ/作

・ぜったいあけちゃダメッ！

アンディ リー/作

・そらからぼふ～ん

高畠 那生/作

ボス・ベイビー さがして！み

・たんぽぽのまほう

河本 祥子/作

つけて！

小学館

いろんなアイテムをさがし

・だいすきなぼくのかぞく

て！みつけて！全てみつけれ

マット デ ラ ペーニャ/作
・だんごむしのおうち

澤口 たまみ/作

ば、君には立派な社長室がよ

・としおくんむし

ねじめ 正一/作

ういされるだろう。

・ねこでんしゃ

山口 マオ/作

・ねずみのペレスと歯のおはなし
アナ クリスティーナ エレロス/作
・はじめてのがっこう

フルール ウリー/作

・はじめてのはじまり

中川 ひろたか/作

・はるのごほうび

鎌田 歩/作

・ペッパのおせんたく

二宮 由紀子/作

キャロン ブラウン/作

・めがさめた！

苅田 澄子/作

・もりのちいさなしたてやさん

こみね ゆら/作

・ゆうえんちでなんでやねん

鈴木 翼/作

リ メ ン バ ー ・ ミ ー

内田 麟太郎/作

・飛行機しゅっぱつ！
・ホッキョクグマ

・みえた！からだのなか

KADOKAWA

音楽が大好きな少年・ミゲル
は、死者の国に迷い込む。そ

ジェニ デズモンド/作

こでまっている運命と
は！？家族のきずなを描い
たものがたり。
・りんごときどき

しまだ ともみ/作

じどうしょ

・学習まんがこども孫子の兵法
・がんばれ！ルルロロ

齋藤 孝/作

あいはら ひろゆき/作

・恐怖の帰り道［3］
・あなたを好きになった瞬間（とき）

・キミと、いつか。
［7］

たちまちクライマックス委員会/作
・あの日、そらですきをみつけた

水木 しげる/画

妖怪 199 体大集結！！

キャサリン ミルハウス/作

アニメでおなじみの鬼太郎フ

大石 尚子/作

ァミリーほか、日本全国の妖怪

・ウォルト・ディズニー

を一挙網羅！！

ウォルト ディズニー カンパニー/監修
・映画ドラえもんのび太の宝島クイズドリル

宮下 恵茉/作

ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル

辻 みゆき/作

・イースターのたまごの木
・イチからつくるワタの糸と布

針 とら/作

・最新版親子で学ぶインターネットの安全ルール

藤子 F 不二雄/作
・王様ゲーム

再生 9.19-2

金沢 伸明/作

おしりたんてい あやうしたんて
いじむしょ

トロル/作

おしりたんていのすむ町に、めい
たんていを名のるあやしいじん
ぶつが…。おしりたんていが今回
のじけんもププッとかいけつ！

・絶対絶命ゲーム［3］
・伊達政宗

藤 ダリオ/作

いけだ としお/作
・少女マンガじゃない！

水無 仙丸/作

・13 歳は怖い

池田 美代子/作

・12 才までに身につけたい整理整とん
花まる学習会/作
・女子力アップハッピースクールライフ
スクールライフリサーチ委員会/編
・生物学の基礎はことわざにあり
・世界恐竜アトラス

杉本 正信/作

エミリー ホーキンズ/作

・ホンこわ！あなたの後ろの本当は怖い場所

高枝 景水/作

・超絶！バケモノ生物大図鑑 198

小宮 輝之/監修

野宮 麻未/作
・ボス・ベイビー

天才！奇才！プロ棋士超百科

日笠 由紀/作
ママレード・ボーイ 吉住 渉/原作

大川 慎太郎/作

累計 1000 万部突破の少女マン

将棋の現役棋士・引退棋士たち

ガが実写映画化！両親たちのダ

48 人の個性豊かなキャラクタ

ブル離婚・ダブル再婚によって一

ー、伝説エピソードを一挙大紹

緒に住むことになった、光希と遊

介！！！

のラブストーリー。

・ともだちのときちゃん

岩瀬 成子/作

・夢活！なりたい！アニメの仕事［3］

・どっちが強い！？オオカミ VS ハイエナ

代々木アニメーション学院/作

スライウム/作
・どろぼう団をつかまえろ

イソビ研究所/作

・渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない［2］

・復讐教室［2］
・ふたご魔女の誕生日うらない

青山 剛昌/作
山崎 烏/作
絹華/作

レベルファイル/監修

・笑い猫の 5 分間怪談 ［13］
よ

夜野 せせり/作
・日本史探偵コナン［12］

・レイトン教授のナゾ迷路

ほん

ほか

ひと

か

那須田 淳/作

とき

よ や く

読みたい本を他の人が借りている時は、予約ができます。
ほん

な ま え

じ ぶ ん

な ま え

よ や く

かみ

か

と し ょ か ん

ひと

本の名前と自分の名前を予約の紙に書いて、図書館の人
わた

に渡してください。
くんねっぷちょう と し ょ か ん

訓子府町図書館
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