
表郷図書館では、夏休みの課題図書の展示スペースを設けております。(設置場所：廊下側 棚上)

貸し出しは可能ですが、８月３１日まではいずれも貸出期間が７日間となります。

通常の３週間の貸し出しとは異なりますので、ご利用の際はご注意ください。

1. そうだったのか！しゅんかん図鑑

(伊知地国夫著)

2. 魔女ののろいあめ(草野あきこ著)

3. かみさまにあいたい(当原珠樹著)

課題図書貸出状況

(貸出回数が多い本)

２０１９年８月号

朝顔やひまわりを見かけたり、セミの声が聞こえてきたり、季節はすっかり夏です。暑

い日には、水分補給と栄養補給そして十分な睡眠で、元気に過ごしましょう！

図書館は通常通り、火曜日・祝日・第一水曜日(館内整理日)を除いて開館しております。

夏休みの調べ学習等の際にはご利用ください！

今年も、皆さんにとって素敵な夏になりますように！◎
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『海外ドラマで

面白いほど英語が話せる超勉強法』

出口 武頼 著

洋画や海外ドラマを見ることが好きな方も多い

のではないでしょうか。この本では、海外ドラマ

を見ながら、英語を習得できるプロセスがわかり

やすくまとめられています。海外ドラマが好きな

方、興味のある方、ぜひお手に取ってみてはいか

がでしょうか！

毎週水曜日・土曜日の、開館から

夕方５時半までの随時、読み聞かせ

「おはなしよんで」を行っています。

ご希望の際は館内司書までお声かけ

ください。

多くの方にご利用いただいており

ます。席には限りがございますので

譲り合ってご利用くださますようお

願いいたします。

図書館入り口正面にロッカーもご

ざいます。ぜひご活用ください！
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2019年7月現在

https://3.bp.blogspot.com/-QXfIO3F0upk/WR_KpvStP6I/AAAAAAABEYc/PK7aRemi8AUsSKnueDrpCFUFpanNaAx6ACLcB/s800/flower_hachiue_character6_yellow.png
https://3.bp.blogspot.com/-QXfIO3F0upk/WR_KpvStP6I/AAAAAAABEYc/PK7aRemi8AUsSKnueDrpCFUFpanNaAx6ACLcB/s800/flower_hachiue_character6_yellow.png
https://4.bp.blogspot.com/-obkY2SToimg/WR_KoiVP5gI/AAAAAAABEYQ/Fp3fHaRsRK8OoILYhAS96rSDcIx_U9fpQCLcB/s800/flower_hachiue_character3_pink.png
https://4.bp.blogspot.com/-obkY2SToimg/WR_KoiVP5gI/AAAAAAABEYQ/Fp3fHaRsRK8OoILYhAS96rSDcIx_U9fpQCLcB/s800/flower_hachiue_character3_pink.png
http://fukidesign.com/wp/?p=901
http://fukidesign.com/wp/?p=901
http://free-line-design.com/?p=168
http://free-line-design.com/?p=168
http://free-line-design.com/?p=290
http://free-line-design.com/?p=290
http://free-line-design.com/?p=290
http://free-line-design.com/?p=290
http://flode-design.com/?p=1268
http://flode-design.com/?p=1268
https://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_21.html
https://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_21.html


書名 著者名

人物図書館 坂口　雅樹∥編著

読みたい絵本 ｍｏｍｏ編集部∥著

君に会えてよかった 講談社∥編

日本人にとって聖地とは何か 内田　樹∥（他）著

元号で見る日本の歴史 徳間書店

忘れてしまった高校の日本史を復習する本　カラー改訂版 瀧音　能之∥著

咸臨丸の絆　増補改訂版 宗像　善樹∥著

知らないと恥をかく世界の大問題　１０ 池上　彰∥著

図解わかる年金

　２０１９－２０２０年版
中尾　幸村∥著

僕が夫に出会うまで 七崎　良輔∥著

東大の先生！

文系の私に超わかりやすく数学を教えてください！
西成  活裕∥著

恐竜・古生物ビフォーアフター 土屋　健∥著

バッタを倒しにアフリカへ 前野  ウルド浩太郎∥著

子どもと親のためのワクチン読本

　最新改訂版
母里　啓子∥著

腎臓病 主婦の友社∥編

本当は怖い！

こんな「長持ち食品」
南　清貴∥著

サバ缶みそ汁でスルッとやせる！

病気が治る！
マキノ出版

地元の建築家と工務店で建てる

１０００万円得する家づくり
高木　一滋∥著

もったいない妖精ポイ！ 西原　直弥∥著

全身１万円以下で

“きちんとして見える”
しまりんご∥著

ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ  ＳＥＷ　ＨＡＰＰＹ
ＣＨＥＣＫ＆

ＳＴＲＩＰＥ∥著

青木和子の花刺繍 青木　和子∥著

ドライフラワーの活け方 植物生活編集部∥編

表郷図書館 0248-32-4784
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たま卵ごはん 杏耶∥著

「枠」を決めれば、モノは減らせる はせがわ　よしみ∥著

今日も娘のなすがまま！ いずみえも∥著

みきママのおやこ離乳食 藤原　美樹∥著

心で感じる「はな言葉」 葉菜桜　花子∥著

ブーケ・アレンジメント

・スワッグデザイン図鑑３００
フローリスト編集部∥編

小さな庭づくり ブティック社

あさひなぐ　30 こざき　亜衣∥著

むしろウツなので結婚かと 菊池　直恵∥画

ほむら先生はたぶんモテない せかねこ

ダイヤのＡ  ａｃｔ  ２　１７ 寺嶋  裕二∥著

幼女社長 藤井おでこ

えりちゃんちはふつう 藤生∥著

ハイキュー！！　３８ 古舘　春一∥著

ボーっとディズニーランド

行ってんじゃねーよ
堀井　憲一郎∥著

海外ドラマで面白いほど英語が話せる超勉強法 出口　武頼∥著

愛しげな人々よ 郷原　茂樹∥著

行きたくない
阿川　せんり

∥（他）著

鬼を待つ あさの　あつこ∥著

もののふの国 天野　純希∥著

東京クライシス 安生　正∥著

ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤∥著

むらさきのスカートの女 今村　夏子∥著

キュー 上田　岳弘∥著

彼女たちの場合は 江國　香織∥著



魔法がとけたあとも 奥田　亜希子∥著

ライフ 小野寺　史宜∥著

銃の啼き声 梶永　正史∥著

京都伏見のあやかし甘味帖

紫陽花ゆれて、夢の跡
柏　てん∥著

昭和探偵　４ 風野　真知雄∥著

百花 川村　元気∥著

ＧＦガールズファイト 久保寺　健彦∥著

シネマチック・ロマン 郷原　茂樹∥著

遠い雪山の眩しさ 郷原　茂樹∥著

ポマンダーの薫り 郷原　茂樹∥著

新米女刑事 南　英男∥著

エスペランサ　上・下 郷原　茂樹∥著

炎天夢 今野　敏∥著

月人壮士 澤田　瞳子∥著

まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい 汐見　夏衛∥著

刑事の慟哭 下村　敦史∥著

恋女房 鳥羽　亮∥著

鬼女と賊 鳥羽　亮∥著

119 長岡　弘樹∥著

夢見る帝国図書館 中島　京子∥著

笑え、シャイロック 中山　七里∥著

椿宿の辺りに 梨木　香歩∥著

なにかのご縁 野崎  まど∥著

激昂 浜田　文人∥著

ペット・ショップ・ストーリー 林　真理子∥著



ハッピーアワーは終わらない 東川　篤哉∥著

キャバレー ビートたけし∥著

密命下る 牧　秀彦∥著

首謀者 南　英男∥著

小説という毒を浴びる 桜庭　一樹∥著

トロイメライ 村山　早紀∥著

この空の下で、何度でも君を好きになる 望月　くらげ∥著

旅は道づれきりきり舞い 諸田　玲子∥著

蒼色の大地 薬丸　岳∥著

つみびと 山田　詠美∥著

女と男の絶妙な話。 伊集院　静∥著

人生は美しいことだけ

憶えていればいい
佐藤　愛子∥著

天邪鬼のすすめ 下重　暁子∥著

女はいつも四十雀 林　真理子∥著

孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦　瑠麗∥著

ありがとう。ママはもう大丈夫だよ 武藤　あずさ∥著

ドラえもん社会ワールド－なぜ？どうして？日本の歴史 藤子・Ｆ・不二雄∥画

マンガ＆物語で読む偉人伝  渋沢栄一津田梅子北里柴三郎 学研プラス

しょうがっこうがだいすき うい∥著

リアル妖怪大図鑑 高橋書店

それでもがんばる！どんまいな犬と猫図鑑 宝島社

からだの細菌キャラクター図鑑 いとう　みつる∥画

おさいふのかみさま 苅田　澄子∥著

小学生でも安心！

はじめての金魚＆メダカ正しい飼い方・育て方
メイツ出版

新着図書【児童】

http://free-line-design.com/?p=284
http://free-line-design.com/?p=284
http://free-line-design.com/?p=284
http://free-line-design.com/?p=284


ドッグマン デイブ・ピルキー∥著

つくってあそべる！男の子のかっこいいおりがみデラックス 新宮　文明∥著

マンガではじめる！子ども将棋 西東社

かなわない、ぜったい。 野々村  花∥著

たんけん！どうぶつの国 イソビ研究所∥著

言葉イラストＢＯＯＫ 新星出版社

十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ∥著

ナルニア国物語 Ｃ．Ｓ．ルイス∥著

しずかな魔女 市川　朔久子∥著

学校に行けない私たち 神山　歩∥著

４ＤＸ！！晴のバレンタインデーは滅亡する！？ こぐれ　京∥著

４ＤＸ！！ こぐれ  京∥著

火星のカレー 斉藤　洋∥著

世界は「　」で満ちている 櫻　いいよ∥著

かなわない、ぜったい。

～好きになっちゃだめ
野々村　花∥著

スペースバグ 河出書房新社

お絵かき禁止の国 長谷川　まりる∥著

意味が分かると怖い話 藤白　圭∥著

意味が分かると震える話 藤白　圭∥著

心霊スポットへようこそ

Ｙのうめき声
山口  理∥著

長浜高校水族館部！ 令丈　ヒロ子∥著

パンダくんのおつかい いしかわ　こうじ∥画

ばけばけばけばけばけたくん

　おるすばんの巻
岩田　明子∥著

とおいまちのこと 植田　真∥著

そうめんソータロー 岡田　よしたか∥著



おばけおばけおばけ！！ おざわ　よしひさ∥著

えらいこっちゃのようちえん かさい  まり∥著

きょうりゅうのサン

いまぼくはここにいる
かさい　まり∥著

ばしょうさんとかっぱ 桂　文我∥著

アラジン ＫＡＤＯＫＡＷＡ

騎士竜戦隊リュウソウジャー

令和最強！超パワーアップ！！

大百科

講談社

ぼくはなきました くすのき　しげのり∥著

ノラネコぐんだんふねにのる 工藤　ノリコ∥著

とりあえずごめんなさい 五味　太郎∥著

ふたごだよ サトシン∥著

たべものやさんしりとりたいかい

かいさいします
シゲタ　サヤカ∥著

ほたるとばらの花 関　英雄∥著

ななちゃんのはみがき つがね　ちかこ∥著

オニのサラリーマン

じごくの盆やすみ
富安　陽子∥著

みなとまちから ｎａｋａｂａｎ∥著

そらまめくんこんにちは なかや　みわ∥著

かさとながぐつ 二宮　由紀子∥著

ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ　正一∥著

マンマルさん マック・バーネット∥著

夜のあいだに テリー・ファン∥著

まめまきバス 藤本  ともひこ∥著

オレ、おおきくなるのいや デヴ・ペティ∥著

オレ、カエルやめるや デヴ・ペティ∥著

オレ、なんにもしたくない デヴ・ペティ∥著

どうぶつたちのだいすきって？
アン・ウィットフォード

・ポール∥著



ぼっちとぽっちくつしたのおはなし まつばら　のりこ∥著

まーだだよ 間部　香代∥著

そうだソーダ 丸山　誠司∥著

おかいものなんだっけ？ 宮野　聡子∥著

ふしぎなキャンディーやさん みやにし  たつや∥著

アンパンマンとバイキンだいぐんだん やなせ　たかし∥原著

もしもだるまにであったら 山田　マチ∥著


