
 ブックスタートは、保健センターで行われている乳幼児健診の際に赤ちゃ

んと保護者の方に、絵本

動です。

 □活動：年数回２時間程度、親子に絵本の紹介、読み聞かせ等

 ■保険：社会福祉協議会へ登録するボランティア保険（

  ※随時受け付けております。詳しくは図書館職員まで。

 今年度の人気本は今年度中に読んでみてはいかがでしょうか。

かった本を分類番号（ジャンル）別で紹介します。
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 図書館利用者カードがあると本を借りる以外にも、本の予約やリクエス

ト、館内でのＤＶＤ閲覧など、様々なサービスを受けられます。新しい季節

を前に自分のカードを作ってみてはいかがでしょうか。

 ※０歳からでもカードは作ることが出来ます。

  

 ３月１７日から図書館で本を借りた方に、雑誌などの付録を１つプレゼ

ントいたします。
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・十勝管内に在住している方でもカード

３月１７日から図書館で本を借りた方に、雑誌などの付録を１つプレゼ

日（月日（月日（月日（月）、）、）、）、 

dreamwork.codreamwork.codreamwork.codreamwork.commmm     

土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）    

３月３日は耳の日、３月１９日はミュージック！ 

スマホやテレビ、映画の本をご紹介 

司書のイチオシ本を紹介します。 

日野原重明さん」 

PECIAL - 

INFORMATION -  

PRESENT - 



★絵本★絵本★絵本★絵本

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

★その他★その他★その他★その他

すてきなともだち（鈴木千歳）

わたしのおひっこし（イヴ

だるまちゃんとかまどんちゃん（加古里子）

だるまちゃんとはやたちゃん（加古里子）

だるまちゃんとキジムナちゃん（加古里子）

ワイルド（キャシー

おちたらワニにたべられる！（さいとうあかり）

にゃんにゃん（せなけいこ）

せかいいちまじめなレストラン（たしろちさと）

大坂夏の陣に

少年 N の長い長い旅

たんじょう会はきょうりゅうをよんで（如月かずさ）

図書館の怪談（斉藤洋）

５分後に恋の結末（橘つばさ）

こども武士道（斉藤孝）

西郷隆盛（大石学）

ドラゴンの飼い方（伊藤慎吾）

トミカコレクション

プラレールコレクション

すみれちゃんのお片づけ１２

まんが NHK

 

  １  

 

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書    ※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者

※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク」です。」です。」です。」です。

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

すてきなともだち（鈴木千歳）

わたしのおひっこし（イヴ

だるまちゃんとかまどんちゃん（加古里子）

だるまちゃんとはやたちゃん（加古里子）

だるまちゃんとキジムナちゃん（加古里子）

ワイルド（キャシー・ウォラード）

ちたらワニにたべられる！（さいとうあかり）

にゃんにゃん（せなけいこ）

せかいいちまじめなレストラン（たしろちさと）

大坂夏の陣にゃんたときはち（にしむらかおり）

の長い長い旅 04

たんじょう会はきょうりゅうをよんで（如月かずさ）

図書館の怪談（斉藤洋）

５分後に恋の結末（橘つばさ）

こども武士道（斉藤孝）

西郷隆盛（大石学） 

ドラゴンの飼い方（伊藤慎吾）

トミカコレクション ２０１８

プラレールコレクション

すみれちゃんのお片づけ１２

NHK アスリートの魂

（NHK「アスリートの魂」番組スタッフ）

 
※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者です。です。です。です。 

」です。」です。」です。」です。 

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ 

 

すてきなともだち（鈴木千歳） 

わたしのおひっこし（イヴ・バンティング）

だるまちゃんとかまどんちゃん（加古里子）

だるまちゃんとはやたちゃん（加古里子）

だるまちゃんとキジムナちゃん（加古里子）

ウォラード） 

ちたらワニにたべられる！（さいとうあかり）

にゃんにゃん（せなけいこ） 

せかいいちまじめなレストラン（たしろちさと）

ゃんたときはち（にしむらかおり）

04（石川宏千花）

たんじょう会はきょうりゅうをよんで（如月かずさ）

図書館の怪談（斉藤洋） 

５分後に恋の結末（橘つばさ） 

こども武士道（斉藤孝） 

ドラゴンの飼い方（伊藤慎吾） 

２０１８ 

プラレールコレクション ２０１８ 

すみれちゃんのお片づけ１２カ月（渡辺ゆき）

アスリートの魂 

「アスリートの魂」番組スタッフ）

 

 
◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書
 

バンティング） 

だるまちゃんとかまどんちゃん（加古里子） 

だるまちゃんとはやたちゃん（加古里子） 

だるまちゃんとキジムナちゃん（加古里子） 

ちたらワニにたべられる！（さいとうあかり） 

せかいいちまじめなレストラン（たしろちさと） 

ゃんたときはち（にしむらかおり） 

（石川宏千花） 

たんじょう会はきょうりゅうをよんで（如月かずさ） 

高慢と偏見（ジェイン

（渡辺ゆき） 

「アスリートの魂」番組スタッフ） 

 

-NEW - 

★文庫文庫文庫文庫    

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書    ※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「

 

★その他その他その他その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語

高慢と偏見（ジェイン

百年泥（石井遊佳）

屍人荘の殺人（今村昌弘）

RDG（荻原規子）

父子ゆえ（梶よう子

英竜伝（佐々木譲）

映画化決定（友井羊）

護られなかった者たちへ（中山七里）

天翔ける（葉室麟

それは宇宙人のしわざです（葉山透）

たゆたえども沈まず（原田マハ）

探偵少女アリサの事件簿

風神の手（道尾秀介）

婚約迷走中（群よう

牛天神（山本一力）

旅のおわりに（マイケル

ミレニアム ５上・下

あなたの中の「自己肯定感」がすべてをラクにする（原裕輝）

ゲッターズ飯田の縁のつかみ方（ゲッターズ飯田）

鏡リュウジの実践タロット・リーディング（鏡リュウジ）

１５歳のコーヒー屋さん（岩野響）

地図で楽しむすごい北海道（都道府県研究会）

日本の論点 2018

国家試験カタログ

朝鮮半島終焉の舞台裏（高橋洋一）

だから、居場所が欲しかった。（水谷竹秀）

病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい

「制度」と「お金」（脇美由紀）

 

  

※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「ピンクピンクピンクピンク

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

高慢と偏見（ジェイン・オースティン）

百年泥（石井遊佳） 

屍人荘の殺人（今村昌弘） 

子） 

父子ゆえ（梶よう子） 

英竜伝（佐々木譲） 

映画化決定（友井羊） 

護られなかった者たちへ（中山七里）

天翔ける（葉室麟） 

それは宇宙人のしわざです（葉山透）

たゆたえども沈まず（原田マハ）

探偵少女アリサの事件簿 ２（東川篤哉

風神の手（道尾秀介） 

婚約迷走中（群ようこ） 

牛天神（山本一力） 

（マイケル・ザドゥリアン）

５上・下 

あなたの中の「自己肯定感」がすべてをラクにする（原裕輝）

ゲッターズ飯田の縁のつかみ方（ゲッターズ飯田）

鏡リュウジの実践タロット・リーディング（鏡リュウジ）

１５歳のコーヒー屋さん（岩野響）

地図で楽しむすごい北海道（都道府県研究会）

2018～19（大前研一）

国家試験カタログ 

朝鮮半島終焉の舞台裏（高橋洋一）

だから、居場所が欲しかった。（水谷竹秀）

病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい

「制度」と「お金」（脇美由紀）

ピンクピンクピンクピンク」です」です」です」です。。。。    

オースティン） 

護られなかった者たちへ（中山七里） 

それは宇宙人のしわざです（葉山透） 

たゆたえども沈まず（原田マハ） 

２（東川篤哉） 

ザドゥリアン） 

あなたの中の「自己肯定感」がすべてをラクにする（原裕輝）

ゲッターズ飯田の縁のつかみ方（ゲッターズ飯田）

鏡リュウジの実践タロット・リーディング（鏡リュウジ）

１５歳のコーヒー屋さん（岩野響） 

地図で楽しむすごい北海道（都道府県研究会） 

（大前研一） 

朝鮮半島終焉の舞台裏（高橋洋一） 

だから、居場所が欲しかった。（水谷竹秀） 

病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい

「制度」と「お金」（脇美由紀） 

奨学金借りるとき返すときに読む本（柴田武男）

不思議の国ニッポンのお葬式（大川誠司）

数学図鑑（永野裕之）

トコトンやさしい宇宙線と

太陽のきほん（上出洋介）

読むパンダ（黒柳徹子）

肝炎・肝硬変・肝がん（土本寛二）

あざ取りは６歳までに終えなさい（西堀公治）

健康という病（五木寛之）

ひとのくらしと香りを訪ねて

ナチュラルワイン入門（藤巻一臣）

日本酒C

きのう、きょう、あした。（つばた英子）

ディズニーぷ

白の優美ブティ（中山久美子ジェラルツ）

世界一美味しい煮卵の作り方（はらぺこグリズリー）

洋食器のきほん（浜裕子）

世界一幸せな子どもに親がしているこ

フード・マイレージ（中田哲也）

みんなの機内食（機内食ドットコム）

やさしい三味線講座（千葉登世）

厳選あのころの日本映画１０１（立花珠樹）

野村のイチロー論（野村克也）

浅田真央私のスケート人生（浅田真央）

広辞苑（新村出）

広辞苑をつくるひと（三浦しをん）

あなたの中の「自己肯定感」がすべてをラクにする（原裕輝） 

ゲッターズ飯田の縁のつかみ方（ゲッターズ飯田） 

鏡リュウジの実践タロット・リーディング（鏡リュウジ） 

 

病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい

奨学金借りるとき返すときに読む本（柴田武男）

不思議の国ニッポンのお葬式（大川誠司）

数学図鑑（永野裕之） 

トコトンやさしい宇宙線と

太陽のきほん（上出洋介）

読むパンダ（黒柳徹子）

肝炎・肝硬変・肝がん（土本寛二）

あざ取りは６歳までに終えなさい（西堀公治）

健康という病（五木寛之）

ひとのくらしと香りを訪ねて

ナチュラルワイン入門（藤巻一臣）

Complete 

きのう、きょう、あした。（つばた英子）

ディズニーぷちかわビーズモチーフ（松岡

白の優美ブティ（中山久美子ジェラルツ）

世界一美味しい煮卵の作り方（はらぺこグリズリー）

洋食器のきほん（浜裕子）

世界一幸せな子どもに親がしているこ

フード・マイレージ（中田哲也）

みんなの機内食（機内食ドットコム）

やさしい三味線講座（千葉登世）

厳選あのころの日本映画１０１（立花珠樹）

野村のイチロー論（野村克也）

浅田真央私のスケート人生（浅田真央）

広辞苑（新村出） 

広辞苑をつくるひと（三浦しをん）

奨学金借りるとき返すときに読む本（柴田武男）

不思議の国ニッポンのお葬式（大川誠司）

 

トコトンやさしい宇宙線と素粒子の本（山崎耕造）

太陽のきほん（上出洋介） 

読むパンダ（黒柳徹子） 

肝炎・肝硬変・肝がん（土本寛二） 

あざ取りは６歳までに終えなさい（西堀公治）

健康という病（五木寛之） 

ひとのくらしと香りを訪ねて ２（谷田貝光克）

ナチュラルワイン入門（藤巻一臣） 

きのう、きょう、あした。（つばた英子）

ちかわビーズモチーフ（松岡

白の優美ブティ（中山久美子ジェラルツ）

世界一美味しい煮卵の作り方（はらぺこグリズリー）

洋食器のきほん（浜裕子） 

世界一幸せな子どもに親がしていること 

（リナ・マエ

フード・マイレージ（中田哲也） 

みんなの機内食（機内食ドットコム） 

やさしい三味線講座（千葉登世） 

厳選あのころの日本映画１０１（立花珠樹）

野村のイチロー論（野村克也） 

浅田真央私のスケート人生（浅田真央） 

広辞苑をつくるひと（三浦しをん） 

奨学金借りるとき返すときに読む本（柴田武男） 

不思議の国ニッポンのお葬式（大川誠司） 

素粒子の本（山崎耕造） 

あざ取りは６歳までに終えなさい（西堀公治） 

２（谷田貝光克） 

きのう、きょう、あした。（つばた英子） 

ちかわビーズモチーフ（松岡朗子） 

白の優美ブティ（中山久美子ジェラルツ） 

世界一美味しい煮卵の作り方（はらぺこグリズリー） 

 

マエ・アコスタ） 

厳選あのころの日本映画１０１（立花珠樹） 

 


