
図書館のそばのイチョウも色づき、ますます秋を感じることが多くなりました。

過ごしやすい秋は、観光はもちろん、スポーツや芸術など趣味や特技を満喫するのにも

適した季節です。図書館にはそういった分野の本も揃えておりますので是非お手にとって

それぞれの秋をお楽しみください！◎

また、10月27日～11月9日は、読書週間です。表郷図書館では、新着のおすすめの本

を毎月展示しています。ぜひ、そちらも参考にしながら今年の秋の一冊を探してみてはい

かがですか？
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休館日案内

表郷図書館 ０２４８－３２－４７８４

『いもほりバス』 藤本ともひこ 作

「しゅっぱつしバース」の声とともにおいもほりに出発です。

大きなおいももみんなで協力して掘り出しましょう！

食べものの本で食欲の秋を彩るのも良いですね！◎

この季節ならではの食べものにまつわるお話です。

≪新着図書紹介≫

『ゼロトレ』 石村友見 著

テレビでも紹介されたニューヨークで話題の

ダイエット法を一冊にまとめた作品です。写真

付きの解説でわかりやすくまとめています。覚

えてしまえば簡単な、どんな人でも挑戦しやす

いトレーニングです。ぜひ一度お手に取ってみ

てはいかがでしょうか。

『幸運がやってくる！

おひとりさまの神社めぐり』 長谷綾子

神社めぐりを趣味としている方は男女問わず多

いのではないでしょうか。この本では参拝の基

礎知識や全国の神社なども紹介されています。

初めて神社めぐりをする方も、既に、神社めぐ

りが趣味である方にもおすすめの一冊です。

人気の本は貸出中につき棚にない場合があります。ご予約も可能ですのでお探しの際は一度サービスデスクにお声掛けください。

表郷図書館では毎週おはなし会(読みかたり)

を開催しております。ご希望の際はお気軽に司

書までお声かけください！

日時：毎週水曜日・土曜日

開館から17：30まで随時

場所：表郷図書館 キッズコーナー

対象：0歳～小学校低学年頃までの方

≪おはなしよんで≫



新着図書≪一般≫

タイトル 著者

たすけて！
エクセルがむずかしいっス 　みやした  ゆきこ∥著

ホテルに学ぶ図書館接遇 　加納  尚樹∥著

ようこそ、読書のアニマシオンへ 　種村  エイ子∥編著

多分そいつ、
今ごろパフェとか食ってるよ。 　Ｊａｍ∥画

おひとりさまの神社めぐり 　永谷  綾子∥著

大東京のらりくらりバス遊覧 　泉  麻人∥著

今日からしつけをやめてみた 　あらい  ぴろよ∥画

持って歩きたい里山・山地の身近な山野草図鑑 　菱山  忠三郎∥著

太りぎみ、糖尿病の人は、
「ざるそば」はダメ。「ステーキ」を食べなさい 　主婦の友インフォス∥編

肝臓病 　泉  並木∥著

パニくる！？ 　櫻日和  鮎実∥著

皮膚の病気 　清  佳浩∥著

心のざわざわ・イライラを消す
がんばりすぎない休み方 　荻野  淳也∥著

手に持って、行こうダーリンの手仕事にっぽん
  刃物・和紙・器編 　小栗  左多里∥著

人生が動き出す！
ナチュラルデカ目の作り方 　垣内  綾子∥著

ゼロトレ 　石村  友見∥著

冷凍レシピＢＥＳＴ２００ 　エイ出版社

ゆーママの
平日ラクする冷凍作りおき 　松本  有美∥著

魚のおかず
日本調理科学会
∥企画・編集

肉・豆腐・麩のおかず
　日本調理科学会
∥企画・編集

おいしい甘酒レシピ 　金丸  絵里加∥著

チオベンの弁当本 　山本  千織∥著

冷凍フルーツのひんやりスイーツ 　あまこ  ようこ∥著

読み聴かせの奇跡 　森川　ひろ子∥著

はじめてでも失敗しない
寄せ植えづくりのコツ１００ 　主婦の友社∥編

フラワーアレンジメントの
基本メソッド 　蛭田  謙一郎∥著



きんぎょ飼育図鑑 　杉野  裕志∥著

おひとりさま女子昼飲みさんぽ 　杏耶∥著

ホッピー好きの夫婦が
あちこち飲み歩いてみた 　おざわ  ゆき∥著

ゼロからはじめるドコモＡＱＵＯＳ
Ｒ２ＳＨ－０３Ｋスマートガイド 技術評論社編集部∥著

ゼロからはじめるドコモＸｐｅｒｉａ
ＸＺ２ＳＯ－０３Ｋスマートガイド 　リンクアップ∥著

花のち晴れ
～花男Ｎｅｘｔ  Ｓｅａｓｏｎ  １０ 　神尾  葉子∥著

あさひなぐ  ２７ 　こざき  亜衣∥著

義母と娘のブルース 　桜沢　鈴∥著

テラフォーマーズ 　貴家  悠∥著

義母と娘のブルース 　桜沢　鈴∥著

Ｃｈａｎｇｅ！２ 　曽田  正人∥著

ハイキュー！！  ３３ 　古舘  春一∥著

ヲタクに恋は難しい  ６ 　ふじた∥著

マリコ、うまくいくよ 　益田  ミリ∥著

マキとマミ  ２ 　町田  粥∥著

１年中楽しめる花の折り紙 　山口  真∥著

舞台追っかけ女子 　畑ヶ中  あいこ∥著

スポーツ好きは
甲子園とオリンピックから始まった 　佐塚　元章∥著

高校野球で本当にあった
心温まる物語 　寺下  友徳∥編

実用覚えておきたい客の所作
１・２ 　淡交社編集局∥編

向日葵のある台所 　秋川  滝美∥著

Ｔｈｅ  ＭＡＮＺＡＩ  十六歳の章 　あさの  あつこ∥著

夜光亭の一夜 　泡坂  妻夫∥著

骸の鍵 　麻見  和史∥著

下町ロケットゴースト 　池井戸  潤∥著

日傘を差す女 　伊集院  静∥著

ぼくは彼女のふりをする 　内田  裕基∥著

真夜中乙女戦争 　Ｆ∥著



ある日失わずにすむもの 　乙川  優三郎∥著

ニッポン泥棒  上 　大沢  在昌∥著

四十歳、未婚出産 　垣谷  美雨∥著

痩せ神さま 　風野  真知雄∥著

恋の川、春の町 　風野  真知雄∥著

極道大名 　風野  真知雄∥著

極道大名  ２ 　風野  真知雄∥著

誘拐の免罪符 　小島  正樹∥著

任侠浴場 　今野  敏∥著

劇場版コード・ブルー 　安達  奈緒子∥著

引火点 　笹本  稜平∥著

僕だけがいない街
Ａｎｏｔｈｅｒ  Ｒｅｃｏｒｄ 　一  肇∥著

ふたりぐらし 　桜木  紫乃∥著

夏の雪 　佐伯  泰英∥著

歪んだ波紋 　塩田  武士∥著

公園へ行かないか？火曜日に 　柴崎  友香∥著

送り火 　高橋  弘希∥著

音叉 　高見沢  俊彦∥著

鬼九郎孤月剣 　高橋  克彦∥著

火焔の凶器 　知念  実希人∥著

焦土の刑事 　堂場  瞬一∥著

用心棒たちの危機 　鳥羽  亮∥著

蝶のゆくへ 　葉室  麟∥著

雨と詩人と落花と 　葉室  麟∥著

襲来  上・下 　帚木  蓬生∥著

源氏天一坊 　藤井  邦夫∥著

ボーダレス 　誉田  哲也∥著

一度だけ 　益田  ミリ∥著



ツキマトウ 　真梨  幸子∥著

シンドローム  上・下 　真山  仁∥著

浜町様捕物帳  ３ 　牧  秀彦∥著

十手狩り 　牧  秀彦∥著

探偵刑事 　南  英男∥著

もしもあの日に戻れたなら、
初恋の続きをもう一度。 　ｍｉＮａｔｏ∥著

ブロードキャスト 　湊  かなえ∥著

奪還 　南  英男∥著

邪悪領域 　南  英男∥著

星をつなぐ手 　村山  早紀∥著

国宝  上 ・下 　吉田  修一∥著

中山七転八倒 　中山  七里∥著

とりあえず
ウミガメのスープを仕込もう。 　宮下  奈都∥著

新着図書≪児童≫

タイトル 著者

うみまでいけるかな？ 　新井  洋行∥著

アニマルバスとパンやさん 　あさの  ますみ∥著

おにのパンツ 　長谷川  義史∥画

てのひらをたいように 　やなせ  たかし∥著

京都和のなぞなぞ絵本 　石津  ちひろ∥著

ごろりんたまねぎ 　いわさ  ゆうこ∥著

ありがとう 　いもと  ようこ∥画

この計画はひみつです 　ジョナ・ウィンター∥著

カニーニとカニーノ 　米林  宏昌∥著

仮面ライダージオウ＆全平成ライダー
パーフェクトだいひゃっか 　講談社

ソフトクリームのソフトさん 　苅田  澄子∥著

忍者の迷路 　香川  元太郎∥著



サムライエッグ 　百瀬  義行∥著

透明人間 　山下  明彦∥著

おばけのかくれんぼべんとう 　木坂  涼∥著

ちいさなエリオット
おおきなまちで 　マイク・クラトウ∥著

ぼくがいちばん！すごいでしょ 　サトシン∥著

まねきねこだいさくせん！ 　澤野  秋文∥著

ポコポコゼリー 　さかい  さちえ∥著

ミミとピギーのベネチアりょこう 　たしろ  ちさと∥著

れいぞうこからとーって！ 　竹与井  かこ∥著

オニババ対ヒゲ ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ∥著

ミスター・インクレディブル 　斎藤  妙子∥著

インクレディブル・ファミリー 　俵  ゆり∥著

ともだちドロボウ 　のぶみ∥著

いそがしいっていわないで カール・ノラック∥著

いいまちがいちゃん 　のぶみ∥著

ウッチョパスのカレーライス 　のぶみ∥著

わたしはだいじなたからもの カール・ノラック∥ぶん

せかいいちのいちご 　林  木林∥著

せんたくばさみのサミー 　ひらぎ  みつえ∥著

だいすきライオンさん 　ジム・ヘルモア∥著

ミライちゃん、すきくないの 　細田  守∥原著

きゅうきゅうしゃのぴーとくん 　正高  もとこ∥著

ごみじゃない！ 　ｍｉｎｃｈｉ∥著

がんばれ！クリームパンダ 　やなせ  たかし∥原著

みえるとかみえないとか 　ヨシタケ  シンスケ∥著

ぴちぱちさくさく 　若菜  ひとし∥著

淀殿 　倫理  きよ∥画

世界の歴史人物事典 　成美堂出版



日本の歴史人物事典 　成美堂出版

木戸孝允 　水谷  俊樹∥原著

ドラえもんの社会科
おもしろ攻略白地図でぐんぐんのびる地理力 　小学館

しゅわしゅわ村の
ゆかいなのりもの 　くせ  さなえ∥著

妖怪最強バトル大図鑑 　宝島社

ジュニア空想科学読本  １４ 　柳田  理科雄∥著

やりすぎ恐竜図鑑 　川崎  悟司∥画

ドラえもん科学ワールド
－人類進化の不思議 　藤子・Ｆ・不二雄∥画

ずっとずっとかぞく ジョエル・サートレイ∥写真

ゆるゆる危険生物図鑑 　さの  かける∥画

強い！速い！大きい！
世界の生物Ｎｏ．１事典 　池田書店

生まれたときからせつない
動物図鑑 　ブルック・バーカー∥著

みんないきもの 　ミロコ  マチコ∥（他）画

怪魚・珍魚大百科 　学研プラス

巣箱のなかで 　鈴木  まもる∥著

歴史と人物でたどる日本の偉大な建造物！
ドラマチックストーリー  １～５ 　教育画劇

ＹｏｕＴｕｂｅｒ教室 　田伊  りょうき∥画

おしゃれ＆かわいい！
とっておきの手づくり小物 　皿海  佐多子∥著

わかったさんのこんがりおやつ 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのひんやりスイーツ 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのふんわりケーキ 　寺村  輝夫∥著

うさぎがおうちにやってきた！ 　学研プラス

きりみ 　長嶋  祐成∥画

たのしいうんどう たけなみ  ゆうこ∥画

うまくなる卓球 　大富寺  航∥画

それでも人のつもりかな 　有島  希音∥著

おばけのソッチ
ぞびぞびオーディション 　角野  栄子∥著

ほねほねザウルス  １９ ぐるーぷ・アンモナイツ∥著



サブキャラたちの日本昔話 　斉藤  洋∥著

わんニャンペットショップ 　しまだ  よしなお∥著

わかったさんのクッキー 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのマドレーヌ 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのシュークリーム 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのドーナツ 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのアップルパイ 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのホットケーキ 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのプリン 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのアイスクリーム 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのショートケーキ 　寺村  輝夫∥著

わかったさんのクレープ 　寺村  輝夫∥著

サラとピンキーたからじまへ行く 　富安  陽子∥著

おしりたんてい
みはらしそうのかいじけん 　トロル∥著

十年屋 　廣嶋  玲子∥著

レッツがおつかい 　ひこ・田中∥著

ももとこもも 　宮崎  祥子∥著

キミと、いつか。本当の“笑顔” 　宮下  恵茉∥著

チア☆ダンＲＯＣＫＥＴＳ  １ 　みうら  かれん∥（他）著

龍神王子！  １３ 　宮下  恵茉∥著

若おかみは小学生！ 　令丈  ヒロ子∥原著

若おかみは小学生！
スペシャル短編集  ０ 　令丈  ヒロ子∥著

テレビ怪奇事件 ドリー・ヒルスタッド・バトラー∥著

まさかのハッピーエンド  １ サラ・ムリノフスキ∥著

方言でたのしむイソップ物語 　イソップ∥原著


