
 

 

 

 

 

 

 

・あいちゃんとおかあさんのやくそく あいはら ひろゆき/文 

・あなたのおなまえは？   きたやま ようこ/作 

・アニメおさるのジョージちしきえほん 

たんけんうみのそこ   ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ﾚｲ/原作 

・いっしょなら        ﾙｰｸ ｱﾀﾞﾑ ﾎｰｶｰ/作 

・うごきません。         大塚 健太/作 

・うちのねこ           高橋 和枝/作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地球のことをおしえてあげる ｿﾌｨｰ ﾌﾞﾗｯｺｰﾙ/作 

・つきのばんにん        ゾシエンカ/作 

・とうもろこしぬぐぞう    はらしま まみ/作 

・ハッピーハッピーバースデー！ 岡本 志満子/作 

・はるちゃんひこうきにのる   秋山 とも子/作 

・バーバパパのかたちさがし    ｱﾈｯﾄ ﾁｿﾞﾝ/作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホオナニ、フラおどります    ﾍｻﾞｰ ｹﾞｲﾙ/文 

・ほんやねこ          石川 えりこ/作 

・ママのうちとパパのうち    ﾒﾗﾆｰ ｳｫﾙｼｭ/作 

 

・海のアトリエ         堀川 理万子/著 

・おいものもーさん      岡田 よしたか/作 

・オカピぼうやのちいさなぼうけん 岸本 真理子/作 

・おさかなちゃんのおいでおいで 

ﾋﾄﾞ ﾌｧﾝ ﾍﾈﾋﾃﾝ/作 

・おはいんなさいえりまきに   角野 栄子/作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・しあわせをさがしているきみに ｴｳﾞｧ ｲｰﾗﾝﾄﾞ/作 

・すいかのたね        ｸﾞﾚｯｸﾞ ﾋﾟｿﾞｰﾘ/作 

・空とぶ馬と七人のきょうだい 

ｲﾁﾝﾉﾛﾌﾞ ｶﾞﾝﾊﾞｰﾄﾙ/作 

・たんけんハンドルくるま  やおい ひでひと/作 

・だれのうんち        ﾃﾞｲｼﾞｰ ﾊﾞｰﾄﾞ/作 

 

 

・まよなかのトイレ     まるやま あやこ/作 

・ムーミン谷のなかまたち    ﾄｰﾍﾞ ﾔﾝｿﾝ/原案 

・ももたろう        ガタロー☆マン/作 

・もりはみている         大竹 英洋/文 

・やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの？ 

なかや みわ/作 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ようかいむらのにこにこまめまき 

たかい よしかず/作 

・4・5・6 さいのなぜなに SDGs 汐見 稔幸/監修 

・ランディーときいろのトラック    そら/作 

えほん 

令和 4 年 1 月 6 日～2 月 5 日に入った本です。 

。 

令和 4 年 2 月 15 日発行 訓子府町図書館 

ヤマネコとアザラシちょ 

うさだん 

五十嵐 美和子/作 

アザラシくんたちは海を

きれいにするため、海をし

らべるちょうさだんにな

りました。すると…、 

絵本はたらく細胞 ３ 

      清水 茜/原作 

こんどの相手は今まで出

会ったことのないやつら

だ。コロナウイルスって

何！？体のなかでは、な

かまわれがおきて…。 

怪物園   junaida/作 

とおくからながめると、

それはお城のようでし

た。けれども、やねには

目玉、まどからは毛むく

じゃらの手、長い足…。

みんなはそれを怪物園と

よびました。 

２月のあたらしい本 

ピカチュウとはじめての 

ともだち 

まつお りかこ/作 

ふねでたびするピカチュウ

がみつけた「もんぽけじ

ま」。そこはたくさんのポケ

モンたちがくらすふしぎな

ばしょだった。 
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・アニメ映画グッバイ、ドン・グﾘｰｽﾞ！ 

        Goodbye DonGlees Project/原作 

・いきものミステリークイズ   篠原 かをり/作 

・ウソカレ！？ ４        神戸 遙真/作 

・オールウルトラマンまるごと大図鑑  円谷プロ 

・おしりダンディザ・ヤング    トロル/原案 

・お花のドレスの B プラン  あんびる やすこ/著 

・かいけつゾロリきょうふのダンジョン 原 ゆたか/作 

・原稿用紙 1 枚の物語    あいはら まひろ/著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・捨てないパン屋の挑戦      井出 留美/著 

・絶対好きにならない同盟 ２  夜野 せせり/作 

・総長さま、溺愛中につき。 ４ ＊あいら＊/著 

・たんじょうびはジェットコースター こすぎ さなえ/作 

・天の台所            落合 由佳/著 

・鳥になった恐竜         真鍋 真/監修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ニッポンの総理大臣 ﾆｯﾎﾟﾝの総理大臣編集部/編 

・保健室経由、かねやま本館。 ４ 松素 めぐり/著 

・星のラジオとネジマキ世界   日向 理恵子/作 

・幻獣王最強バトル大図鑑    村上 健司/監修 

・この恋は、ぜったいヒミツ。 このはな さくら/著 

・サバイバー！！ ２     あさば みゆき/作 

・小説映画ドラえもんのび太の宇宙英雄記 

藤子 F 不二雄/原作 

・小説大怪獣のあとしまつ    三木 聡/脚本 

・ジュラシック・ワールド・サバイバル・ 

キャンプ ２  ｽﾃｨｰﾌﾞ ﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ/著 

・女王さまのワードローブ ｼﾞｭﾘｱ ｺﾞｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ/文 

・自分をたいせつにする本    服部 みれい/著 

・スイッチ！ ９        深海 ゆずは/作 

・吹奏楽部のトリセツ！    秋元 宏康/監修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・すてきな相棒！おかね入門    橋本 長明/著 

 

 

・ホラーチック文具        染谷 果子/著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・みんなに好かれなくていい    和田 秀樹/著 

・もしも地球がひっくり返ったら 川村 康文/監修 

・やる気脳のつくり方      池谷 裕二/監修 

・リアル鬼ごっこセブンルールズ   江坂 純/著 

 

 

じどうしょ 

読
よ

みたい本
ほん

を他
ほか

の人
ひと

が借
か

りている時
と き

は、予約
よ や く

ができます。 

本
ほん

の名前
な ま え

と自分
じ ぶ ん

の名前
な ま え

を予約
よ や く

の紙
かみ

に書
か

いて、図書館
と し ょ か ん

の人
ひと

に渡
わた

してください。 

訓子府町
く んねっぷ ち ょ う

図書館
と し ょ か ん

  📞０１５７－４７－２７００ 

なぜ私たちは理系を選んだ

のか      桝 太一/著 

宇宙飛行士、ユーチューバ 

ー、小説家、アスリート…、 

様々な分野で活躍している 

人に聞いた理系の魅力や可 

能性！夢に向かうあなたへ、 

進路選択のヒントになる！ 

まわりと差がつく！“映 

え”スイーツレシピ 

      宮本 葵/監修 

見た目も味もおいしいス

イーツレシピがいっぱ

い！ラッピングテクニッ

クや、スイーツに関する知

識も身につく！ 

劇場版呪術廻戦０ 

      芥見 下々/原作 

高校生の乙骨憂太は、交通事

故で亡くなった幼なじみ里香

に取り憑かれ、「呪い」の力に

苦しんでいた。そこに最強の

呪術師、五条が現れ、憂太を

呪術高専へと導く。呪いを祓

うため、呪いを学ぶその場所

で、呪術師として歩みだす。 

すぐできることからがんば 

ってしようこども SDGs 

      みき つきみ/著 

地球の未来のために、今すぐ

やってみたくなる。 

貧乏をなくせ！飢え死にを

なくせ！病気をやっつけ

ろ！子どもを全員、学校に！ 
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