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5月の休館日 6月の休館日

☎ 0248-32-4784

≪表郷図書館≫

みなさん「家読」という読書運動があるのを知っていますか？ 家読は「家庭読書」の略で、「家族ふれあい読書」を意

味し、家族みんなで読書をすることでコミュニケーションを深める事を目的にしているそうです。(家読推進プロジェクト公

式HPより) お家で過ごす時間が多いこの機会に、 ぜひ、「家書」を楽しんでください。

2020年 5月号

表郷図書館で貸出が多い本 ※2019年4月～2020年4月10日現在の集計 ※表郷所蔵

※ご予約をおすすめしています。サービスデスクまでお越しください。

【一般書】

・『ファーストラヴ』 島本 理生 著

・『沈黙のパレード』 東野 圭吾 著

・『昨日がなければ明日もない』

宮部 みゆき 著

・『スマホで始める！

はじめてのメルカリ』 マキノ出版

・『ノーサイド・ゲーム』 池井戸 潤 著

【コミック】

・『ドラゴンボール超』 1～11    鳥山 明 著

・『ヲタクに恋は難しい』 1～8      ふじた 著

・『幽落町おばけ駄菓子屋』1～7      蒼月 海里 著

・『はたらかない細胞』 1～3      杉本 萌 漫画

・『ハイキュー！！』 1～42 古舘 春一 著

・『はたらく細胞』 1～5 清水 茜 著

・『忘却のサチコ』 1～13 阿部 潤 著

【児童書】

・『おしりたんてい』 1～9        トロル 著

・『強い! 速い! 大きい!

世界の生物 No.1事典』 今泉 忠明 監修

・『ずるい いきもの図鑑』 宝島社

・『さわるな危険!

毒のあるいきもの超百科』 ポプラ社

・『やばいウンチのせいぶつ図鑑』今泉 忠明 監修

・『怪魚・珍魚大百科』 学研プラス

【絵本】

・『おしりたんてい』 (7冊)      トロル 著

・『白オバケ黒オバケの

みつけて絵本』 (5冊)      うるまでるび 著

・『みっけ！』 やなせ たかし 著

・『千と千尋の神隠し』 宮崎 駿 著

・『よわむしモンスターズ』 のぶみ 著

・『お？ かお！』 ひらぎ みつえ 著

・『騎士竜戦隊リュウソウジャー＆

全スーパー戦隊超パワー図鑑』 講談社

休館日について

新型コロナウイルス感染拡大防止対策とし

て、当面の間 臨時休館を延長する事となり

ました。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力

よろしくお願いします。

【ご注意】
※  5月3日～6日までの連休の期間中は、返却BOXをご利用い

ただけませんので、ご注意ください。



赤い雨 佐伯　泰英∥著

あきない世傳金と銀　８　瀑布篇 高田　郁∥著

悪辣 南　英男∥著

新着図書《一般》

タイトル 著者

プロミス・シンデレラ  6 橘オレコ 著

おっさんずラブ  ４ 山中梅鉢

応天の門  12 灰原　薬∥著

おこん春暦 佐伯　泰英∥著

居酒屋ぼったくり  ９ 秋川　滝美∥著

いつでも母と 山口　恵以子∥著

うちの父が運転をやめません 垣谷　美雨∥著

郷里にて 牧　秀彦∥著

剣客旗本春秋譚虎狼斬り 鳥羽　亮∥著

小糠雨 藤井　邦夫∥著

おひとりさまのゆたかな年収２００万生活　３ おづ　まりこ∥著

神隠しの少女 藤井　邦夫∥著

今日も町の隅で 小野寺　史宜∥著

罪人の選択 貴志　祐介∥著

つんのいちぞく つん∥著

東京タラレバ娘シーズン２  ② 東村　アキコ∥著

拷問 南　英男∥著

捌き屋伸るか反るか 浜田　文人∥著

三年長屋 梶　よう子∥著

熱欲　新装版 堂場　瞬一∥著

乃木坂の詩episode 1-きっかけ- ２ 御池 慧

ハイキュー！！　４２ 古舘　春一∥著

闘犬刑事 南　英男∥著

なんだこの人生 橋本　ゆの∥著

ねことじいちゃん  ６ ねこまき∥著

緋色の残響 長岡　弘樹∥著

ひこばえ　上・下 重松　清∥著

不機嫌なモノノケ庵 １５ ワザワ キリ∥著

はぐれ忍び 藤井　邦夫∥著

発注いただきました！ 朝井　リョウ∥著

花のち晴れ ～花男Ｎｅｘｔ　Ｓｅａｓｏｎ １５ 神尾　葉子∥著

ホームドアから離れてください 北川　樹∥著

暴虎の牙 柚月　裕子∥著

僕のヒーローアカデミア  ２６ 堀越　耕平∥著



ＭＩＳＳＩＮＧ失われているもの 村上　龍∥著

女神のサラダ 瀧羽　麻子∥著

誘拐屋のエチケット 横関　大∥著

おーいぽぽんた 柚木沙弥郎 画

おーいぽぽんた 俳句・短歌鑑賞 大岡 信∥著

元気がでる 詩4年生 伊藤英治 編

夜明けのＭ 林　真理子∥著

教科書に出てくる本

タイトル 著者

ビワの実 坪田譲治 作

あいうえおばけだぞ 五味  太郎∥著

あいうえおのうた 中川  ひろたか∥著

元気がでる詩 6年生 伊藤英治 編

ないた赤おに 浜田廣介 作

鉢の木 たかしよいち 文

あまがえるりょこうしゃ 松岡  たつひで∥著

雨やどりはすべり台の下で 岡田  淳∥著

あめんぼがとんだ 高家  博成∥著

あいうえおおかみ くどう  なおこ∥著

赤い蝋燭と人魚 小川  未明∥著

あきらめないこと、それが冒険だ 野口  健∥著

石の中のうずまきアンモナイト 三輪  一雄∥著

いたずらおばけ 瀬田  貞二∥著

１ねん１くみの１にち 川島  敏生∥写真

ありのフェルダ オンドジェイ・セコラ∥著

あるひあひるがあるいていると 二宮  由紀子∥著

アンジュール ガブリエル・バンサン∥著

糸あそび布あそび 田村  寿美恵∥著

糸子の体重計 いとう  みく∥著

いのちのいれもの 小菅  正夫∥著

一ねんせいになったら まど  みちお∥著

一休さん 杉山  亮∥著

いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川  俊太郎∥著

絵くんとことばくん 天野  祐吉∥著

えほん七十二候 白井  明大∥著

大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート・プロイスラー∥著

外郎売 長野  ヒデ子∥編

ウエズレーの国 ポール・フライシュマン∥著

うまれたよ！ダンゴムシ 皆越  ようせい∥写真



おにぼう くすのき  しげのり∥著

おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉  幸子∥著

オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ∥著

お米ができるまで 岩貞　るみこ∥著

オットー トミー・ウンゲラー∥著

おどる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ  みつこ∥編

風をつかまえたウィリアム ウィリアム・カムクワンバ∥著

数え方のえほん 高野  紀子∥著

カタカナダイボウケン 宮下  すずか∥著

かあちゃん取扱説明書 いとう  みく∥著

かさぶたってどんなぶた 小池  昌代∥編

かずあそびウラパン・オコサ 谷川  晃一∥著

火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル  Ｅ．エリクソン∥著

彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ∥著

ガラスのうま 征矢  清∥著

葛飾北斎 芝田  勝茂∥著

神様の階段 今森  光彦∥著

カムイチカプ 藤村  久和∥著

北原白秋 萩原  昌好∥編

キツネのまいもん屋 富安  陽子∥著

キャベツくん 長  新太∥著

木の祭り 新美  南吉∥著

季節のことば 岩崎書店

きたかぜとたいよう 蜂飼  耳∥著

くいしんぼうシマウマ  新装版 ムウェニエ・ハディシ∥著

口で歩く 丘  修三∥著

くちぶえ番長 重松  清∥著

キュッパのはくぶつかん オーシル・カンスタ・ヨンセン∥著

キュビスムって、なんだろう？ ケイト・リッグス∥編

霧のむこうのふしぎな町  新装版 柏葉  幸子∥著

現代用語の基礎知識　学習版　２０１９－２０２０ 自由国民社

コーネリアス レオ・レオニ∥著

声に出そうはじめての漢詩  １ 全国漢文教育学会∥編著

クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ∥著

車のいろは空のいろ星のタクシー あまん  きみこ∥著

車いすはともだち 城島  充∥著

子どもへの詩の花束  ２０１６ 竹林館

ここにも、こけが… 越智  典子∥著

ことばあそびうた 谷川  俊太郎∥著

ことわざ絵本 五味  太郎∥著



今昔物語集 令丈  ヒロ子∥著

こんなふうに作られる！ ビル・スレイヴィン∥著

さんまいのおふだ 千葉  幹夫∥著

鹿よおれの兄弟よ 神沢  利子∥著

視覚ミステリーえほん ウォルター・ウィック∥著

サキサキ 穂村  弘∥編

さるとびっき 武田  正∥著

３びきのくま レフ・ニコラェヴィチ・トルストイ∥著

少年少女古典文学館  ２３  ２１世紀版 興津  要∥著

調べてみよう！日本の職人伝統のワザ  ６ 学研教育出版

新レインボー写真でわかる慣用句辞典 学研教育出版

島ひきおに 山下  明生∥著

小学館こども大百科 小学館

小学生のまんがことわざ辞典  改訂版 学研教育出版

十二支のことわざえほん 高畠  純∥著

すがたをかえる食べものずかん あかね書房

すごいぞ！オリンピックパラリンピックの大記録 講談社∥編

シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン∥著

ジャックとまめの木 渡辺　茂男∥著

１２月の夏休み 川端  裕人∥著

せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー∥著

せかいでいちばんママがすき あいはら  ひろゆき∥著

世界のあいさつことば学 稲葉  茂勝∥著

スミレとアリ ネイチャー・プロ編集室∥編著

すみれちゃんのあついなつ 石井  睦美∥著

世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー∥著

ぞうのミミカキ まど  みちお∥著

たねのずかん 古矢  一穂∥著

たねのはなし ダイアナ・アストン∥著

世界の子どもの遊び ＰＨＰ研究所

世界のむかしばなし 瀬田  貞二∥訳

空とぶライオン 佐野洋子／作・絵

ちきゅうはメリーゴーラウンド まど  みちお∥著

チンパンジーとさかなどろぼう ジョン・キラカ∥著

つくってあそぼう  １２ 高梨  浩樹∥編

たまごのはなし ダイアナ・アストン∥著

チェロの木 いせ  ひでこ∥著

地球へのピクニック 谷川  俊太郎∥著

手で食べる？ 森枝  卓士∥著

テスの木 ジェス  Ｍ．ブロウヤー∥著



てのひらかいじゅう 松橋  利光∥著

てぶくろがいっぱい フローレンス・スロボドキン∥著

天のシーソー 安東  みきえ∥著

鉄は魔法つかい 畠山  重篤∥著

とくんとくん 片山  令子∥著

飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー∥著

トモ、ぼくは元気です 香坂  直∥著

天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン∥著

伝統工芸 ポプラ社

とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベルフ∥著

鳥の巣いろいろ 鈴木　まもる∥著

道成寺 片山  清司∥著

どうぶつ句会 あべ  弘士∥著

ともだち 谷川  俊太郎∥著

とらとほしがき パク  ジェヒョン∥著

とりになったきょうりゅうのはなし  改訂版 大島  英太郎∥著

ドングリ山のやまんばあさん 富安  陽子∥著

ないたあかおに 浜田  廣介∥著

ながぐつをはいたねこ 末吉　暁子∥著

どうぶつのことば スティーブ・ジェンキンズ∥著

どきん 谷川  俊太郎∥著

どっちがどっち！？ 高岡  昌江∥著

なみだの穴 まはら  三桃∥著

二十四の瞳　新装版 壺井　栄∥著

日本にしかいない生き物図鑑 ＰＨＰ研究所

流れ星キャンプ 嘉成  晴香∥著

なぞなぞのみせ 石津  ちひろ∥著

なみきビブリオバトル・ストーリー 赤羽  じゅんこ∥（他）著

俳句はいかが 五味  太郎∥著

はじめての文学重松清 重松  清∥著

八月の光 朽木  祥∥著

二分間の冒険 岡田  淳∥著

のはらうた  １ 工藤  直子∥著

はがぬけたらどうするの セルビー・ビーラー∥著

ハリーとうたうおとなりさん ジーン・ジオン∥著

はるをさがしに 七尾  純∥著

はるにあえたよ 原  京子∥著

ハッピーノート 草野  たき∥著

花火の大図鑑 泉谷  玄作∥写真

花豆の煮えるまで 安房  直子∥著



番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー∥著

ぱぴぷぺぽっつん 市河  紀子∥編

パンプキン！ 令丈  ヒロ子∥著

ハンタイおばけ トム・マックレイ∥著

バーナムの骨 トレイシー  Ｅ．ファーン∥著

バナナのはなし 伊沢  尚子∥著

漂泊の王の伝説 ラウラ・ガジェゴ・ガルシア∥著

ひらがなだいぼうけん 宮下  すずか∥著

ファーブル昆虫記 Ｊ．Ｈ．ファーブル∥著

樋口一葉 真鍋　和子∥著

１つぶのおこめ デミ∥著

ひまなこなべ 萱野  茂∥著

ふゆめがっしょうだん 長  新太∥著

ブレーメンのおんがくたい  改訂 ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム∥原著

兵士になったクマヴォイテク 長野  徹∥訳

ふくはなにからできてるの？ 佐藤  哲也∥著

ふしぎな木の実の料理法 岡田  淳∥著

ふしぎな銀の木 シビル・ウェッタシンハ∥著

ぼくらの先生！ はやみね  かおる∥著

魔女の宅急便 角野  栄子∥著

まど・みちお 萩原  昌好∥編

ホームランを打ったことのない君に 長谷川  集平∥著

干し柿 西村  豊∥著

北極熊ナヌーク ニコラ・デイビス∥著

みみずのたいそう 市河  紀子∥編

みんなであそぼう 石井  英行∥著

昔の子どものくらし事典 岩崎書店

窓ぎわのトットちゃん  新組版 黒柳  徹子∥著

まるむし帳 さくら  ももこ∥著

見えなくてもだいじょうぶ？ フランツ・ヨーゼフ・ファイニク∥著

森のおしゃべり たに  けいこ∥著

やさいはいきている 岩間  史朗∥写真

夕日がせなかをおしてくる 阪田  寛夫∥著

むし歯のもんだい 北川原  健∥著

もしも日本人がみんな米つぶだったら 山口  タオ∥著

森へ 星野  道夫∥著

ラポラポラ ふくだ  ゆきひろ∥著

雪の結晶ノート マーク・カッシーノ∥著

ライオンとネズミ 蜂飼  耳∥著

ライフタイム ローラ  Ｍ．シェーファー∥著



ランパンパン マギ－・ダフ∥著

りこうなおきさき モーゼス・ガスター ∥著

わたしたちのたねまき キャスリン  Ｏ．ガルブレイス∥著

わくわく発見！日本の伝統工芸 竹永  絵里∥画

わたしと小鳥とすずと 金子  みすゞ∥著

わたしも水着をきてみたい オーサ・ストルク ∥著

リターン！ 山口  理∥著

両親をしつけよう！ ピート・ジョンソン∥著

ルイ・ブライユと点字をつくった人びと こどもくらぶ∥編


