
もうすぐ、梅雨の季節がやってきます。雨の日が続き、なんだか気持ちまでどんよりしてし

まう方もいらっしゃるかもしれません。そんな梅雨ですが、短い晴れ間を見つけたらぜひ図書

館へ来てみませんか？素敵な一冊に出会えたら雨降りの毎日も、楽しく過ごせそうですね！

雨の日のご来館の際は、足元にお気をつけていらしてください◎
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第６５回

青少年読書感想文全国コンクール

課題図書決定

『心ってどこにあるのでしょう？』

こんの ひとみ 作

緊張したらどきどきして、楽しみなことがある

とわくわくする。そんな≪心≫はいったいどこに

あるのでしょうか。絵本では女の子、男の子、ウ

サギやいぬ達が≪心≫について考えます。この本

を手に取った皆さんも心の在り処を探してみてく

ださい◎

今回は課題図書の中から小学校低学年の課題図書となっ

ている一冊紹介します。
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表郷図書館

休館カレンダー ...休館日

毎週水曜日土曜日の開館から

夕方５時３０分までの随時、乳幼児～

小学校低学年のお子さんを対象とした

読み語りを行っております。

ご希望の際は館内の司書まで

お声掛けください。

『悪童 小説寅次郎の告白』

山田洋次 著

映画４８作目から２３年、寅さんが小説に

なって帰ってきました。小説となっても「男は

つらいよ」の面白さはそのままに、笑いあり涙

ありの一冊になっています。寅さんの優しくて

粋な話し声が聞こえてきそうな文体にも注目で

す。

今年12月には映画公開５０周年を記念し最

新作が公開予定の『男はつらいよ』。公開を楽

しみに、まずはこちらの作品をお手に取ってみ

てはいかがでしょうか！

課題図書は６月２９日より貸出期間が

一週間となりますのでご利用の際は

ご注意ください。

おすすめの新着図書

表郷図書館 0248-32-4784
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書名 著者名

心理学でわかる
女子の人間関係・感情辞典

朝日新聞出版∥編著

グレイヘアと生きる 近藤　サト∥著

生きづらさを抱えるきみへ
ｗｉｔｈｎｅｗｓ編集部
∥著

松本ぷりっつの夫婦漫才旅
ときどき３姉妹

松本　ぷりっつ∥著

北欧！自由気ままに子連れ旅 織田　博子∥著

義母ダンジョンにハマっています。 秋山∥著

大きくなぁれ！ こつばん∥著

海のどうぶつが可愛すぎて！ まつおるか∥著

漫画家しながら
ツアーナースしています。　１

明∥著

腐女医の医者道！ さーたり∥著

メイクはただの魔法じゃないの
ビギナーズ

六多　いくみ∥著

４０代から始めよう！
あぶら身をごっそり落とすきくち体操

熊野　チコ∥画

ゆっくりと家族になろうよ チッチママ∥著

うちの猫がまた変なことしてる。  ４ 卵山  玉子∥著

失恋めし
京都・奈良・大阪・神戸編

木丸　みさき∥著

東京ディズニーランド完全ガイド
２０１９－２０２０

講談社∥編

テレビが映し出した平成という時代 川本裕司 [著]

忘却のサチコ １１ 阿部　潤∥著

オタク女と男子高生 有村唯 著

比べて悩んで落ちこんで いしい　まき∥著

うちの娘の超人的発想に脱帽です。 おかゆ∥著

ブラック企業の社員が猫になって
人生が変わった話〈モフ田くんの場合〉

清水めりぃ 著

いびき女房 風野　真知雄∥著

見えない轍 鏑木　蓮∥著

新着図書



浮雲心霊奇譚呪術師の宴 神永　学∥著

心霊探偵八雲　１１ 神永　学∥著

流星コーリング 河邉　徹∥著

カゲロボ 木皿　泉∥著

死香探偵
－連なる死たちは狂おしく香る

喜多  喜久∥著

チンギス紀　４ 北方　謙三∥著

生還 小杉　健治∥著

隠密同心闇の密約　３ 小杉　健治∥著

みかんとひよどり 近藤　史恵∥著

機捜２３５ 今野　敏∥著

殺人ライセンス 今野　敏∥著

僕の永遠を全部あげる 汐見　夏衛∥著

少年は死になさい…美しく 新堂　冬樹∥著

雨にも負けず 高杉　良∥著

レフトハンド・ブラザーフッド 知念　実希人∥著

傲慢と善良 辻村　深月∥著

帰還 堂場　瞬一∥著

ザ・ウォール 堂場  瞬一∥著

割れた誇り 堂場　瞬一∥著

剣客旗本春秋譚剣友とともに 鳥羽　亮∥著

プロミス・シンデレラ　１～３ 橘オレコ 著

ダイヤのＡ  ａｃｔ  ２　１６ 寺嶋  裕二∥著

てらこや青義堂師匠、走る 今村　翔吾∥著

傀儡に非ず 上田　秀人∥著

お茶壺道中 梶　よう子∥著

初めて恋をした日に読む話　８ 持田  あき∥著



ニセカレ〈仮〉１～３ 安タケコ 著

リーガル×ラブ　１ 安タケコ 著

不機嫌なモノノケ庵　１３ ワザワ　キリ∥著

万葉集 角川書店∥編

居酒屋ぼったくり　６ 秋川　滝美∥著

死にがいを求めて生きているの 朝井　リョウ∥著

影の斜塔 麻見　和史∥著

こうして誰もいなくなった 有栖川　有栖∥著

女形警部 安東　能明∥著

マーダーハウス 五十嵐　貴久∥著

リハーサル 五十嵐  貴久∥著

真実の航跡 伊東　潤∥著

父と私の桜尾通り商店街 今村  夏子∥著

いも殿さま 土橋　章宏∥著

かがやき荘西荻探偵局 東川　篤哉∥著

源九郎仇討ち始末 鳥羽　亮∥著

悲笛の剣 鳥羽　亮∥著

ドラゴンボール超　９ 鳥山　明∥原著

パネェ！出産 浜田　ブリトニー∥著

ゲゲゲの鬼太郎　１０ 水木しげる 著

キボウのミライ 福田　和代∥著

梟の一族 福田　和代∥著

無銘刀 藤井　邦夫∥著

評定所留役秘録　２ 牧　秀彦∥著

カモフラージュ 松井　玲奈∥著

強奪 南　英男∥著



追撃 南　英男∥著

暴露 南　英男∥著

社賊 森村　誠一∥著

もぐら新章 矢月　秀作∥著

風待心中 山口　恵以子∥著

マジカルグランマ 柚木　麻子∥著

検事の信義 柚月　裕子∥著

孤道　完結編 和久井　清水∥著

ひとりずもう さくら　ももこ∥著

おひとり様作家、いよいよ猫を飼う。 真梨　幸子∥著

思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ∥著

12時05分15秒 中村　まさみ∥著

乃木坂の怪談 中村　まさみ∥著

封印された本 中村　まさみ∥著

ドラえもんの社会科おもしろ攻略
日本を変えた世界の歴史中世～近代

小学館

漫画でわかる平成の３０年 森本　一樹∥画

わくわく！
探検れきはく日本の歴史　１

国立歴史民俗博物館∥編

クララ・シューマン ささき　あり∥著

ゴッホ 山本　まさみ∥著

ルイ・ブライユ 岡田　好惠∥著

水木しげるの妖怪えほん 水木　しげる∥著

ジュニア空想科学読本　１６ 柳田　理科雄∥著

キモカワ！イモムシ超百科 やぎ　まきこ∥著

プラレール超図鑑デラックス ポプラ社

数え方図鑑 やまぐち　かおり∥画

ありちゃんあいうえお かこ　さとし∥著



天使のにもつ いとう  みく∥著

羊の告解 いとう　みく∥著

初恋まねき猫 小手鞠　るい∥著

暗闇の妖怪デザイナー 斉藤　洋∥著

そば打ち甲子園！ そば打ち研究部∥著

小説美少女戦士セーラームーン　３ 武内　直子∥原著

胸キュンスカッとノベライズ
～泣きたいくらい君が好き

痛快ＴＶスカッとジャパン∥原著

なぞのたから島 寺村  輝夫∥著

キミト宙ヘ　２ 床丸　迷人∥著

作り直し屋 廣嶋　玲子∥著

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１１ 廣嶋　玲子∥著

噂の彼女も家庭科部！ 市宮　早記∥著

キミと、いつか。　ボーイズ編 宮下　恵茉∥著

龍神王子！　１５ 宮下　恵茉∥著

いつか、太陽の船 村中　李衣∥著

こわ～い！？わる～い！？おばけ虫 むらい  かよ∥著

事件の現場は、消防署！ ドリー・ヒルスタッド・バトラー∥著

とんたんイスたん 新井　洋行∥著

おたすけトミーでばんだよ！ いしい　ひろし∥著

かみそりぎつね いもと　ようこ∥著

ぞうのヘンリエッタさん リズ・ウォン∥著

とりづくし 内田　麟太郎∥著

チコちゃんに叱られる 海老　克哉∥著

ねこのずかん 大森　裕子∥著

ねたあとゆうえんち 大串　ゆうじ∥著

ちゃめひめさまとおしろのおばけ たかどの  ほうこ∥著



ゆうごはんなにたべたい？ かけひ　さとこ∥著

わかくさのおかで かじり　みな子∥著

しゅつどう！しょうぼうたい 鎌田　歩∥著

仮面ライダージオウ
ギリギリちょうバトルずかん

講談社

ノンタンたいそう１・２・３ キヨノ　サチコ∥著

おでかけおでかけ フィリス・ゲイシャイトー∥著

パンどうぶつえん Ｃｏｐｐｅ∥著

えほん東京 小林　豊∥著

やねうらたんていモリー　クモ、ガブリ！じけんのまき コマヤスカン∥著

ゆげゆげ～ さいとう  しのぶ∥著

いないいないばあさん 佐々木　マキ∥著

おとなからきみへ サトシン∥著

てっかくん さとう　めぐみ∥著

どうぶつパンやさん さとう　めぐみ∥著

ちゅるちゅる 視覚デザイン研究所∥著

もったいないばあさんかわをゆく 真珠　まりこ∥著

ふしぎなえき 田中　六大∥著

おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田　よしたか∥著

へいわとせんそう たにかわ  しゅんたろう∥著

ＡＢＣパーティ ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａ∥著

ダンボ カリオペ・グラス∥著

この世界の片隅に こうの　史代∥原著

おんぶおんぶのももんちゃん とよた　かずひこ∥著

ダム・キーパー トンコハウス∥著

いき 中川　ひろたか∥著

かめくんのさんぽ なかの　ひろたか∥著



そらまめくんとおまめのなかま なかや　みわ∥著

ねえねえパンダちゃん 西村　敏雄∥著

おつかいキティ のぶみ∥著

まけずぎらいキティ のぶみ∥著

サンドイッチぎゅーっ ひがし　ちから∥著

はりねずみのぼうけん ディック・ブルーナ∥著

ぺんぎんのぴむとぽむ ディック・ブルーナ∥著

でこぼこホットケーキ よしだ  あつこ∥著

とんかちこぞうとねこざかな わたなべ  ゆういち∥著
















