
表郷図書館雑誌コーナー

暑い毎日が続きますが、皆様いかがお過ごしですか？この時期心配されるのは熱中症。熱中症対策と言われて真っ先に思

い浮かぶのは水分補給ですね。しかし適度な塩分補給も大切です。塩分補給の方法は様々で、タブレットやソフトドリンクでも

補給できますが、お漬物を食べることもその一つです。ぬか漬けなどの発酵が進んだお漬物は、免疫力を高める効果もあるそ

うですよ。キュウリやナスは90％以上が水分でできているのでそれらのお漬物なら尚効果的かもしれませんね！

今年は、マスクをつけることが多い夏となりました。それぞれができる熱中症対策で元気に夏を乗り越えましょう！

２０２０年８月号

新着のおすすめ

今年度より表郷図書館の雑誌のラインナップに

仲間入りした雑誌を紹介します

『LaLa』(白泉社)

『桜蘭ホスト部』や『図書館

戦争』などメディア化作品を

多数世に送り出している女性

向けの月刊コミック誌です。

毎月の表紙がとてもきれいで

思わず手に取ってしまいそう

…！

『週刊少年マガジン』

(講談社)

少年漫画雑誌として長い歴史を

持つ『少年マガジン』。多くの

有名作品を連載し愛読者の年齢

も多岐にわたります。男女問わ

ず、世代も問わず手に取って欲

しいコミック誌です。

※雑誌の最新刊は貸し出しを行っていません。

次号が入り次第貸出し可能となります。

参考：『漬物・佃煮・なめ味噌』農文協

『免疫力を上げる発酵パワー』セブン＆アイ出版

～おしらせ～

おうちだからこそできること、

おうちだからこそ楽しめることを

見つけませんか！

『すてきな日本の伝統 1巻』

教育画劇

みなさんはお手玉で遊んだことはありますか？両手

でやるか、片手でやるか、二つのお手玉でやるか三

つにするか、それ以上でやるのか、、、遊び方は

様々です！お手玉は脳の活性化にも効果的だそうで

す。お手玉をはじめ、日本の伝統的な遊びをたくさ

ん紹介している一冊です。家族みんなで楽しめる遊

びを見つけてみてくださいね！

本のご予約は図書館ホームページやお電話か

らも承ります。また閉館・休館時の返却の際

は返却ボックスをご利用になれますのでご活

用ください。

開館カレンダー …休館日

快適にご利用いただくため、新しい生活様式(ソーシャルディスタンスを保つ、マスク

の着用、手指消毒等)に基づいた図書館利用のご協力をお願いいたします☺！

図書館ＨＰ⇒http://library.city.

shirakawa.fukusｈima.jp

表郷図書館 0248-32-4784

開館時間：10時～18時

第66回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書は、

8月31日までの期間、貸出期間は二週間、貸出延長は

不可となっており、通常とは異なりますのでご注意くださ

い。
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『黒い結婚白い結婚』 窪美澄 他

結婚という名のゴールからスタートする日々は、幸

せな毎日か、その逆か。そんな“結婚”の表裏一体

の様を黒と白の色に例えて7人の作家が作品を連ね

る短編集。黒と白の両方の視点から描くがゆえに生

まれる物語の“深み”をぜひお手に取って体感して

みてください。

“マリーゴールド”
花言葉：生命の輝き 他

『心で感じる「はな言葉」』葉菜桜花子

掲載情報はすべて7月20日現在の情

報です。先の動向により、休館日等

が変更となる場合がございます。最

新の情報は図書館のＨＰや直接のお

電話でもご確認いただけます。

ご希望の資料が貸出中の際はご予約が可能です。

ご不明な点はサービスデスクにてお問合せください！
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タイトル 著者 タイトル 著者

日本びいきのハーフっ子と里帰り 小倉　マコ∥原著 鬼滅の刃　２１ 吾峠　呼世晴∥著

言語道断 櫻井　よしこ∥著 ヲタ⇄ドル3 ぢゅん子 著

自閉症くんのトテトテ小学生生活 ｍｏｒｏ∥著 おとりよせっていいな。 藤沢カミヤ

パパいや、めろん 海猫沢　めろん∥著 僕のヒーローアカデミア　２７ 堀越　耕平∥著

愛むすこは予想の斜め上！ うえだ　しろこ∥著 おばさんデイズＺ まめ∥著

漫画家しながら
ツアーナースしています。
こどもの病気別“役立ち”セレクション

明∥著 湯けむり食事処ヒソップ亭 秋川　滝美∥著

人と食事するのが怖い！ 朝来　おかゆ∥著 居酒屋ぼったくり　１０ 秋川　滝美∥著

座り仕事の疲れがぜんぶとれる
コリほぐしストレッチ

なぁさん∥著 再雇用警察官いぶし銀 姉小路　祐∥著

感染を恐れない暮らし方 本間　真二郎∥著 全部ゆるせたらいいのに 一木　けい∥著

おいしく食べてキレイになる！
おから美腸レシピ

藤橋　ひとみ∥著 じんかん 今村　翔吾∥著

食べるのを１回も我慢せずに
３０キロ痩せました！

夏木　つな∥著 漣のゆくえ 梶　よう子∥著

老けない人はこれを食べている
　マンガ版

牧田　善二∥著
京都伏見のあやかし甘味帖星めぐり、
祇園祭の神頼み

柏　てん∥著

さらに、やめてみた。 わたなべ　ぽん∥著
心霊探偵八雲
ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＦＩＬＥＳ

神永　学∥著

身のまわりのものでできる
手作りマスク

寺西　恵里子∥著 心霊探偵八雲　１２ 神永　学∥著

考えなくても失敗しない！
調味料シリーズ　ｖｏｌ．１

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 生かさず、殺さず 久坂部　羊∥著

野菜が長持ち＆使い切るコツ、
教えます！

島本　美由紀∥著 組曲わすれこうじ 黒田　夏子∥著

赤ちゃんといっしょ ｃｈｉｉｋｏ∥著 偽証 小杉　健治∥著

文豪ストレイドッグス　１９ 朝霧　カフカ∥原著 月夜の牙 小杉　健治∥著

死役所15 あずみきし 著
熱海温泉つくも神様のお宿で
花嫁修業いたします

小春　りん∥著

忘却のサチコ 14 阿部潤 著 夜の向こうの蛹たち 近藤　史恵∥著

鼠異聞　上・下 佐伯　泰英∥著 あしたの華姫 畠中　恵∥著

の着用、手指消毒等)に基づいた図書館利用のご協力をお願いいたします☺！表郷図書館 0248-32-4784

≪表郷図書館新着図書≫



黙示 今野　敏∥著 再縁話 藤井　邦夫∥著

家族じまい 桜木　紫乃∥著 ほたる茶屋 藤原　緋沙子∥著

ないものねだりの君に光の花束を 汐見　夏衛∥著 紅梅 藤原　緋沙子∥著

駆ける百合 知野　みさき∥著 奔走虚し 牧　秀彦∥著

奈落で踊れ 月村　了衛∥著 縄紋 真梨　幸子∥著

讐雨　新装版 堂場　瞬一∥著 はたらく血小板ちゃん2 柿原優子 原作

ダブル・トライ 堂場　瞬一∥著 いのちの停車場 南　杏子∥著

攫われた娘 鳥羽　亮∥著 暴挙 南　英男∥著

剣鬼と盗賊 鳥羽　亮∥著 きたきた捕物帖 宮部　みゆき∥著

商う狼 永井　紗耶子∥著
優しい死神は、
君のための嘘をつく

望月　くらげ∥著

黒い結婚白い結婚 中島　京子∥（他）著 今日、キミに恋しました ゆいっと∥（他）著

浜風屋菓子話　［２］ 中島　久枝∥著 憂き夜に花を 吉川　永青∥著

カインの傲慢 中山　七里∥著 おべんとうの時間がきらいだった 阿部　直美∥著

逃亡刑事 中山　七里∥著 愉快な青春が最高の復讐！ 奥田　亜希子∥著

ヒポクラテスの試練 中山　七里∥著 猫を棄てる 村上　春樹∥著

地獄の歩き方 小野崎　理香∥画 あくびしてるのだーれ？ 穂高　順也∥著

ドラえもんの社会科おもしろ攻略
都道府県まるわかり地図帳

小学館 あしあしだーれ？ 穂高　順也∥著

個「性」ってなんだろう？ あかね書房 あぶない！どーする？ 穂高　順也∥著

うんこドリル空想科学読本 柳田　理科雄∥著 くちばしだーれ？ 穂高　順也∥著

しっぽしっぽだーれ？ 穂高　順也∥著
ひみつのポムポムちゃん
とつぜんのシンデレラ

ハタノ　ヒヨコ∥画

わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花∥著 ダンスの王子様 麻井　深雪∥著

ゆるゆるサメ図鑑 和音∥画 七不思議神社 緑川　聖司∥著

カラダから出る「カタチのある」もの
“キャラクター図鑑”

とげとげ。∥画 七不思議神社森に消えた宝 緑川　聖司∥著



カラダから出る「カタチのない」もの
“キャラクター図鑑”

とげとげ。∥画 きらきら 新井　洋行∥著

摂食障害オバケの“ササヤキ” 雨　こんこん∥著 しゃかしゃか 新井　洋行∥著

トミカ超図鑑プレミアム ポプラ社 おばあちゃんもこどもです いもと　ようこ∥著

ゴミの島のサバイバル ゴムドリｃｏ．∥著 フンころがさず 大塚　健太∥著

のりものなぞなぞ 斉藤　洋∥著 だから、さびしくない 落合　久恵∥著

料理はすごい！ 秋元　さくら∥（他）著 ホタルのアダムとほしぞらパーティー 香川　照之∥著

まほうのおまめだいずのたび 松本　春野∥著 このほんよんでくれ！
ベネディクト・

カルボネリ∥著

スター・ウォーズ空想科学読本 柳田  理科雄∥著 あたたかい木 くすのき　しげのり∥著

ドラえもんの
小学校の勉強おもしろ攻略
はじめての将棋

小学館 海の見える丘　絵本版 くすのき　しげのり∥著

１日５分で身につく！
小学生の英語

廣津留　真理∥著 少年の太鼓 くすのき　しげのり∥著

えほんなぞなぞうた 谷川　俊太郎∥著 ダンゴムシがやってきた！ くすのき　しげのり∥著

コットンのティータイム あんびる　やすこ∥著 のら猫のかみさま くすのき　しげのり∥著

ごきげんな毎日 いとう　みく∥著 星のなる木 くすのき　しげのり∥著

雨の日は、いっしょに 大久保　雨咲∥著 リクはよわくない 坂上　忍∥著

あらいぐまのせんたくもの 大久保　雨咲∥著 おいらひょっとこ ザ・キャビンカンパニー∥著

にじいろフェアリーしずくちゃん　２ ぎぼ　りつこ∥画 パンどろぼう 柴田　ケイコ∥著

５分でせつない！超胸キュンな話 夜野　せせり∥（他）著 たまちゃんとしっぽ カズコ　Ｇ．ストーン∥著

５分後に呪われるラスト エブリスタ∥編 けんけんぱっ にご　まりこ∥著

はっはっはくしょーん たあ先生∥著 くまくん、じゅんびはオーケーかい？ デイビッド・バロー∥著

アナと雪の女王２ ＫＡＤＯＫＡＷＡ チョコアラくん 藤本　ともひこ∥著

でんせつのじゃんけんバトル ドリュー・デイウォルト∥著
おふろだいすきねこと
おふろだいきらいねこ

古内　ヨシ∥著

はぶらしくんです。 とよた　かずひこ∥著 おべんとうひゅーるひゅる 古内　ヨシ∥著

とのさまぶたまん 長野　ヒデ子∥著 みらいのえんそく ジョン・ヘア∥著



はっぱのてがみ 西沢　杏子∥著 スナックだいさくせん！ テリー・ボーダー∥著

とうさんのてじな ねじめ　正一∥著 あいうえおさん 森　絵都∥著

めをとじてみえるのは マック・バーネット∥著 アンパンマンとぴいちくもり やなせ　たかし∥著

はたらくくるまたちと
ちいさなステアちゃん

シェリー・ダスキー
・リンカー∥著

九色のしか リン・シュウスイ∥著


