
２０１９年１２月号

日々寒さが厳しくなり、雪の便りも届き始めました。

寒い冬は、温かいお鍋やスープ、甘いスイーツが食べたくなりますね！図書館には、様々な食材を

使ったお鍋やスープのレシピ本や、ケーキの作り方の本、また冬の悩みである冷えをとる食材を使った

レシピ本なども揃っています。ぜひご活用ください。

年末にかけてますます寒くなりますが、風邪など引かぬよう暖かくして、すてきな年末をお過ごしく

ださい。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

2019年12月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2020年1月

『ずっと前から好きだった。』

はづき こおり

学校ではあまり目立つタイプではない女子高生と、

学年イチのイケメン男子の恋のおはなし。実は両思い

だった二人の、すれちがう恋模様に注目です。

表郷図書館ではこのようなティーンズ向けの小説も

充実しています。どの世代の方にも読みやすい内容に

なっていますので、ぜひお手に取ってみてはいかがで

すか。

年内は12月28日まで通常通り開館し

ております。年明けは1月4日より開

館いたします。ご来館の際はご確認

ください。尚、閉館期間中の返却は

返却ポストをご利用ください。

毎週水曜日と土曜日、幼児からのお子さ

んを対象とした読み聞かせ、「おはなしよ

んで」を開催しております。

ご希望の際は館内司書までお声掛けくだ

さい。

『はかりのいらないお菓子』

パティシエール有希乃
ガトーショコラやタルト、イチゴのショートケーキ

などこの時期に活躍してくれそうなレシピも…！！誰

でも楽しく作れるお菓子にチャレンジしてみません

か？

はかりを使わず、計量スプーンで作れる

お菓子が多数掲載されています。(↗)

休館カレンダー
…休館日

表郷図書館 0248-32-4784

きせつのおすすめ

●新着図書のおすすめ●
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新着図書≪一般≫

タイトル 著者

気・エネルギーを整える！自律神経療法の教科書 冨高　誠治∥著

正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。 じゅえき太郎∥著

本土空襲全記録
ＮＨＫスペシャル取材班

∥著

樺太地上戦
ＮＨＫスペシャル取材班

∥著

偉人たちの辞世の句 若林　良∥著

うまうまニッポン！食いだおれ二人旅 高田　かや∥著

まんがでわかる妻のトリセツ 黒川　伊保子∥編著

うちの子保育園で何してる？ 現役保育士さん∥原著

勉強法以前の「勉強体質」のつくりかた 伊藤  敏雄∥著

コウノトリが二羽飛んできた ミハイロ∥著

宇宙の謎暗黒物質と巨大ブラックホール 二間瀬　敏史∥著

いのちは輝く 松永　正訓∥著

おっぱいからごはんまで 井上　美津子∥著

前頭葉を刺激！５０歳からの１分音読でボケない脳になる 柏野　和佳子∥（他）著

図解早分かり！今こそ知りたい

「賞味期限」の新常識
宝島社

ミートファーストダイエット 工藤　孝文∥著

沖縄の薬剤師が教える薬の正しい飲み方・使い方がよくわ

かる本
宮城　敦子∥著

令和を走る昭和の電車 イカロス出版

絶対おいしいデイリーワイン大全 エイ出版社

幸せな習慣 内田　彩仍∥著

やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけた

ら
梅田　悟司∥著

大人のかんたんソーイング

　２０１９－２０２０秋冬
ブティック社
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帯結ばない帯結び ａｙａａｙａ∥著

私らしいキレイが楽しい大人ヘア 世界文化社

メイクが変わればあなたが変わる一生モノのメイク術 ＴＯＭＯＭＩ∥著

今夜のひとつま 市瀬　悦子∥著

フライパンで１０分！ごちそう煮込み 市瀬　悦子∥著

クックパッド☆栄養士のれしぴ☆ＢＥＳＴ１００ 上地　智子∥著

みそ玉 杉本　節子∥著

悪魔のレシピ ロー・タチバナ∥著

みきママのおうちで作る外食ごはん 藤原　美樹∥著

オレンジページ大量消費シリーズ５・6 オレンジページ

簡単にはじめるぬか漬けの教科書 塩山　奈央∥著

ポリ袋でつくるたかこさんのマフィン・スコーン・パン 稲田　多佳子∥著

テーブルコーディネートから始まる美しい暮らしの

インテリア３６５日
横瀬　多美保∥著

テーブルコーディネートを彩る

アーティフィシャルフラワー３３のスタイル
和田　よう子∥著

うちのネコ「やらかし図鑑」 上田　惣子∥著

Ａｎｄｒｏｉｄスマートフォン

迷わず使える操作ガイド
スタンダーズ

百合な片想いちゃん ＫＡＤＯＫＡＷＡ

花のち晴れ～花男 Next Season～　14 神尾　葉子

不能犯　１０ 神崎　裕也

しずくちゃん　３３ ぎぼ　りつこ∥著

ブラック企業の社員が猫になって

人生が変わった話　２
清水　めりぃ∥著

ほむら先生はたぶんモテない　2 せかねこ

ダイヤのＡ  ａｃｔ  ２　19 寺嶋  裕二∥著

東京タラレバ娘リターンズ 東村　アキコ∥著



ハイキュー！！　４０ 古舘　春一∥著

銀河鉄道の夜 宮沢  賢治∥著

こころ 夏目  漱石∥著

地獄変，羅生門，藪の中 芥川  龍之介∥著

人間失格 太宰  治∥著

図書館戦争ＬＯＶＥ＆ＷＡＲ　別冊編　８ 弓　きいろ∥著

絵本むかし話ですよ　２ 五味　太郎∥著

はじめて学ぶ茶の湯 世界文化社

私の家 青山　七恵∥著

酔象の流儀 赤神  諒∥著

いもうと 赤川　次郎∥著

氏真、寂たり 秋山　香乃∥著

どうしても生きてる 朝井　リョウ∥著

あの日、君と誓った約束は 麻沢　奏∥著

人を乞う あさの　あつこ∥著

未完成な好きが、恋に変わるまでそばにいて。 朝比奈　希夜∥著

不審者 伊岡　瞬∥著

潮待ちの宿 伊東　潤∥著

流葉断の太刀 上田　秀人∥著

おたみ海舟恋仲 植松　三十里∥著

最果ての決闘者 逢坂　剛∥著

影絵の騎士 大沢　在昌∥著

小箱 小川　洋子∥著

ライオンのおやつ 小川　糸∥著



縁 小野寺　史宜∥著

祝祭と予感 恩田　陸∥著

乙女の悲 鏑木　蓮∥著

がいなもん松浦武四郎一代 河治  和香∥著

科警研のホームズ毒殺のシンフォニア 喜多　喜久∥著

プリンセス刑事生前退位と姫の恋 喜多　喜久∥著

サンズイ 笹本　稜平∥著

太陽はひとりぼっち 鈴木　るりか∥著

今日も君は、約束の旅に出る 瀬那　和章∥著

花だより 高田  郁∥著

あきない世傳金と銀  ２・３・４ 高田  郁∥著

落ちぬ椿 知野  みさき∥著

舞う百日紅 知野  みさき∥著

雪華燃ゆ 知野  みさき∥著

巡る桜 知野  みさき∥著

ミダスの河 柄刀  一∥著

流星のソード 柄刀　一∥著

ツナグ想い人の心得 辻村　深月∥著

巡礼の家 天童　荒太∥著

奔る男 堂場　瞬一∥著

迅雷 鳥羽　亮∥著

私の世界を変えてくれた君へ。 なぁな∥著

鉄の楽園 楡　周平∥著

法月綸太郎の消息 法月　綸太郎∥著



ずっと前から好きだった。 はづき　こおり∥著

捌き屋一天地六 浜田　文人∥著

渡世人 藤井　邦夫∥著

背中の蜘蛛 誉田　哲也∥著

人間 又吉　直樹∥著

僕は君と、本の世界で恋をした。 水沢　理乃∥著

カエルの小指 道尾　秀介∥著

もしも明日があるのなら、君に好きだと伝えたかった。 ｍｉＮａｔｏ∥著

飼育者 南　英男∥著

潜伏 南　英男∥著

生命式 村田　沙耶香∥著

ＥＳＰ 矢月　秀作∥著

どうか、君の笑顔にもう一度逢えますように。 ゆいっと∥著

彼女たちの犯罪 横関　大∥著

アンジュと頭獅王 吉田　修一∥著

逃亡小説集 吉田　修一∥著

べらぼうくん 万城目　学∥著

赤い髪の女 オルハン・パムク∥著

世界のはての少年
ジェラルディン

・マコックラン∥著

ケミストリー ウェイク・ワン∥著

新着図書≪児童≫

タイトル 著者

いちばん！のクイズ図鑑　改訂版 学研プラス

いちばん！の図鑑  新版 学研プラス



くらべる図鑑  新版 小学館

子ども認知行動療法不安・心配にさよならしよう！ 植木　美江∥画

子ども認知行動療法怒り・

イライラを自分でコントロールする！
喜多村　素子∥画

キャラ絵で学ぶ！仏教図鑑 いとう　みつる∥画

戦国武将人物事典 成美堂出版

国旗のクイズ図鑑　改訂版 学研プラス

発達と障害を考える本　１　新版 諏訪　利明∥編

おばあちゃんの小さかったとき おち　とよこ∥著

おじいちゃんの小さかったとき 塩野　米松∥著

ひみつのクイズ図鑑　新装版 学研プラス

実験対決　３１ ストーリーａ．∥著

星・星座のクイズ図鑑　新装版 学研プラス

バトル・ブレイブス

ＶＳ．最恐ティラノサウルス　恐竜編
あらくぼ　だいすけ∥画

やりすぎ絶滅いきもの図鑑 川崎　悟司∥画

ＮＨＫダーウィンが来た！恐竜スゴすぎクイズ図鑑
ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」

番組スタッフ∥編

恐竜のクイズ図鑑　新装版 学研プラス

はっけんずかん「きょうりゅう」  新版 工藤  晃司∥画

動物のクイズ図鑑　新装版 学研プラス

あぶない生き物 七宮  賢司∥画

はっけんずかん「どうぶつ」  改訂版 山口  まさよし∥画

やりすぎいきもの図鑑 宝島社

深海の生き物 学研プラス

はっけんずかん「うみ」  改訂版 西片  拓史∥画

いきもののうんこ ポール・メイソン∥著



昆虫のクイズ図鑑　新装版 篠崎　カズヒロ∥画

バトル・ブレイブスＶＳ．巨大カブトムシ　昆虫編 小堀  文彦∥画

はっけんずかん「むし」  新版 学研プラス

バトル・ブレイブスＶＳ．猛毒ヘビと殺人グモ　危険生物編 ヱビスヤ　ボンコ∥画

バトル・ブレイブスＶＳ．恐怖のサメ軍団　空と海の動物編 もとじろう∥画

バトル・ブレイブスＶＳ．百獣の王ライオン　陸の動物編 イセケヌ∥画

とつきとおか ミランダ・ポール∥著

ごみ育 滝沢　秀一∥著

でんしゃあいうえお 持田  昭俊∥著

とっきゅうＪＡＰＡＮ！ 持田  昭俊∥著

東京のでんしゃのいちにち 持田  昭俊∥著

はしれ！ぐるぐるやまのてせん 持田  昭俊∥著

広重の絵本 結城　昌子∥著

北斎の絵本 結城　昌子∥著

ドラえもんの体育おもしろ攻略とべる！なわとび 小学館

小さな悪い本 マグヌス・ミスト∥著

エンマ先生の怪談帳 池田　美代子∥著

黒魔女さんの

ハロウィーン★大パニック！
石崎　洋司∥著

よるのまんなか おくはら　ゆめ∥著

湖の国 柏葉　幸子∥著

本好きの下剋上　第１部　２ 香月　美夜∥著

ふしぎないどうどうぶつえん くさの　たき∥著

魔女のいじわるラムネ 草野　あきこ∥著

５分後に超ハッピーエンド エブリスタ∥編



５分後に猛毒なラスト エブリスタ∥編

シノダ！夢の森のティーパーティー 富安　陽子∥著

鬼遊び髑髏の手まり歌 廣嶋　玲子∥著

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１２ 廣嶋　玲子∥著

制服シンデレラ 麻井　深雪∥著

おばけひめがやってきた！ むらい　かよ∥著

フルーツふれんずスイカちゃん 村上　しいこ∥著

ラストで君は「まさか！」と言う

冬の物語
ＰＨＰ研究所∥編

まめざらちゃん あさの　ますみ∥著

こねこをひろったけど

そだててみたら…
新井　洋行∥著

りんごぽとん 新井　洋行∥著

おいで… 有田　奈央∥著

だれも知らない時間 安房　直子∥著

ねこの結婚式 安房　直子∥著

あきのセーターをつくりに 石井　睦美∥著

ごめんなさい！ いもと　ようこ∥著

たたたんたたたん 内田　麟太郎∥著

しゅばばばばばばびじゅつかん ｕｗａｂａｍｉ∥著

でんしゃパレード１００ 小賀野　実∥写真

はたらくくるまパレード１００ 小賀野　実∥写真

タンチョウヅルのたんじょうび 風木　一人∥著

仮面ライダーゼロワン

なぞとふしぎ１６０
講談社

おすしヒーローパックンジャー 苅田　澄子∥著

おそろしいよる きむら　ゆういち∥著



まどからおくりもの 五味  太郎∥著

きみののぞみはなんですか？ 五味　太郎∥著

ばあ ザ・キャビンカンパニー∥著

ほら、ここにいるよ
オリヴァー

・ジェファーズ∥著

らくがきボール 鈴木  のりたけ∥著

あめふりぼうず せな　けいこ∥著

しろくまきょうだいのケーキやさん ｓｅｒｉｃｏ∥画

かぜがふくふく 田島　征三∥著

おもしりとり 田中　六大∥画

おもちさんがね‥ とよた　かずひこ∥著

ど・ど・ど・どドラえもん 藤子・Ｆ・不二雄∥原著

やさいのがっこう

キャベツくんおはなになる？
なかや　みわ∥著

うまれるまえにきーめた！ のぶみ∥著

ぽっちゃりマン のぶみ∥著

おおにしせんせい 長谷川　義史∥著

ハロウィーンくまちゃん
シャーリー

・パレントー∥著

ライオンになるには エド・ヴィアー∥著

ねこおどる 広瀬　克也∥著

図書館のふしぎな時間 福本　友美子∥著

大好きって意味だよ 槙原　敬之∥原著

しろいしろいころわん 間所　ひさこ∥著

ぼくにはあながある まるやま　なお∥著

おうさまのこどもたち 三浦　太郎∥著

グリドングリドン 宮西　達也∥著



やさいばたけカーレース やぎ　たみこ∥著

どうぶつ やなせ　たかし∥原著

のりもの やなせ　たかし∥原著

どこ？パーティーのさがしもの 山形　明美∥著

わんぱくだんのてんぐのすむやま ゆきの　ゆみこ∥著


