
朝晩は特に冷え込み、通勤や通学、お出かけの際には防寒対策が必須となりましたね。皆様も風邪などひ

かぬようご自愛ください。

さて、もうすぐ２０２０年も終わろうとしています。皆様にとって２０２０年はどんな年でしたか？イレ

ギュラーな年と言われた２０２０年。多くの方々の記憶に強く刻まれることでしょう。今年一年の振り返りに

ぜひ図書館の本をご活用ください。（下記に今年を象徴する本を数冊紹介しています！）

来年も皆様にとってさらに良い年となりますように。素敵な年末をお過ごしください☺
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快適にご利用いただくため、ソーシャルディスタンスを保つ、マスクの着用、

手指消毒等のご協力をお願いいたします☺！(掲載情報は11月25日現在のものです)

表郷図書館カレンダー
開館時間：10時～18時

…休館日

本のご予約は図書館HPやお電話からも承ります。ま

た、休館日等の最新の情報は図書館HPをご覧いただ

くかまたは図書館へ直接お問い合わせください。

新着のおすすめ

(148/ )

表郷図書館0248-32-4784

『クリスマスってなあに』

ディック・ブルーナ著(E/ﾌ)

クリスマスってなに？と聞かれたら何と答えますか？

ケーキを食べる日？ツリーを飾る日？プレゼントを待つ

日…？どれも正解かもしれません。

ではクリスマスの歴史に目を向けたことは

ありますか？この絵本を読んだ後には

「クリスマスってなに？」の答えが今までとは

少し違ったものになることでしょう。

お子さんはもちろん大人にもおすすめの絵本です。

年内は１２月２８日まで、

年始は１月６日より開館しております。
尚、年末年始の休館中は

本の重み等による損傷を防ぐため、

ブックポストは閉鎖いたします。

本で振り返る

２０２０年

『テレワークをはじめよう』 （336.4/ﾃ）

テレワーク生産性向上研究会/著

『鬼滅の刃 1～22』 （M726.1/ｺﾄｳｹ）

吾峠呼世晴/著

『ラクしてエコする直裁ち簡単ECOバック』

東京ブティック社

（336.4/ﾃ）

今年一年の出来事を象徴

する4冊を紹介します

『免疫力を高めてウイルスに勝つ

食べ物、暮らし方』 （498.3/ｲ）

免疫力を高めることの大切さを学んだ一年

でしたね。免疫力を高めることは、季節の風邪や生活

習慣から起こるの体の不調なども防ぐことが来ます。現状

を乗り切るためだけでなく、これから先ずっと元気に過ごすた

めにも免疫力をあげてみませんか？

今年7月より多くのお店でレジ袋が有料化となりまし

た。巷ではかわいらしいデザインの手作りエコバックを

持つ方も多く見かけるようになりましたね。この

本では、切って縫うだけの簡単なエコバックの作り

方を紹介しています。

今年社会現象ともなった『鬼滅の刃』。

図書館のコミックも多くの方に読んでいた

だきました。戦いの中に見える兄妹愛、友情、

絆…。多くの人を惹きつける内容でした。こちらの貸

出をご希望の場合はご予約をお勧めします。

「テレワーク」という言葉を今年初めて耳にしたとい

う方も多いのでは？普段職場でしている仕事を家で

するなんて想像できませんでしたよね。弁護士による

監修も含め、読めば安心してテレワークを始め

ることができる一冊です。
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ＲＯＣＫ司書の図書館ライブ 大林　正智
ホットケーキＭＩＸで絶品
おやつ＆意外なランチ

日本放送協会∥編

とにかく運がよくなりたい！ 扶桑社 身近な人が亡くなった後の遺品整理 奥村　拓∥著

一冊でわかる戦国時代 河出書房新社
収納お得技ベストセレクション
よりぬきお得版

晋遊舎

大学で学ぶ東北の歴史
東北学院大学文学部歴史学科
∥編

「ちゃんとしなきゃ！」をやめたら二度と
散らからない部屋になりました
見えないところも整理整頓編

なぎまゆ∥著

歴史は景観から読み解ける 上杉　和央∥著 ＢＵＳ　ｍａｇａｚｉｎｅ　Ｖｏｌ．１０２ 講談社ビーシー

大丈夫！あなたはちゃんと子育て
してるし子どももちゃんと育ってます

佐々木　正美∥著 全国高速バスの不思議と謎 風来堂∥編

子どもにおこづかいをあげよう！
　最新版

藍　ひろ子∥著 路線バスの謎 風来堂∥編

感染症の日本史 磯田　道史∥著 ＪＲバス３０年の軌跡　永久保存版 マガジン大地∥編

病院というヘンテコな場所が
教えてくれたコト。　２
看護師４年目、もう辞めたい……編

仲本　りさ∥著 ここは今から倫理です。 1～4 雨瀬　シオリ

ｒｅｌｉｆｅ＋　ｖｏｌ．３８ 扶桑社 アオアシ 22 小林　有吾∥著 

料理家村上祥子式
７８歳のひとり暮らし

村上　祥子∥著 はたらく細胞ＢＬＡＣＫ ７ 原田重光

セルフリノベーションの教科書
プレミアム

坂田　夏水∥著 黄昏流星群 弘兼　憲史∥著

第一印象で素敵な人になる
おしゃれの法則

主婦の友社
もろくて、不確かな、
「素の自分」の扱い方

細川　貂々∥著

目で見てわかる！
「材料入れて煮るだけ」レシピ

市瀬　悦子∥著
３８歳バツイチ独身女が
マッチングアプリをやってみた結果日記

松本　千秋

ちょっと作ってみたくなる
大人のかしこい手抜きごはん

奥薗　壽子∥著 キャラメルシナモンポップコーン 1 吉住 渉

冷蔵庫のアレ、いつ使うの？ 山本　あり∥著 少年野球児典 年中夢球∥著

定番弁当が見違える
おかずのアイデア３００

宝島社 全球入魂！プロ野球審判の真実 山崎　夏生∥著

伝え継ぐ日本の家庭料理
｜年取りと正月の料理

日本調理科学会∥編 誰でも曲がらず飛ばせる 伊丹　大介∥著

はじめてのソロキャンプガイドブック 八重洲出版 日没 桐野　夏生∥著

表郷図書館0248-32-4784

新着図書(一般)
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スター 朝井　リョウ∥著 死の扉 小杉　健治∥著

えにし屋春秋 あさの　あつこ∥著 帝都争乱 今野　敏∥著

汚れた手をそこで拭かない 芦沢　央∥著 相剋 笹本　稜平∥著

命の砦 五十嵐　貴久∥著 わたしが消える 佐野　広実∥著

龍神の子どもたち 乾　ルカ∥著 動物警察２４時 新堂　冬樹∥著

ママナラナイ 井上　荒野∥著 この気持ちもいつか忘れる 住野　よる∥著

犬がいた季節 伊吹　有喜∥著 夜明けのすべて 瀬尾　まいこ∥著

もしかしてひょっとして 大崎　梢∥著 暗闇にレンズ 高山　羽根子∥著

白野真澄はしょうがない 奥田　亜希子∥著 久遠　上　新装版 堂場　瞬一∥著

真景累ヶ淵 奥山　景布子∥著 久遠　下　新装版 堂場　瞬一∥著

未だ青い僕たちは 音　はつき∥著 剣鬼攻防 鳥羽　亮∥著

後悔病棟 垣谷  美雨∥著 白子の柚子釜 中島　久枝∥著

わるじい慈剣帖　４ 風野　真知雄∥著 銀齢探偵社 中山　七里∥著

ｆｉｓｈｙ 金原　ひとみ∥著 隣はシリアルキラー 中山　七里∥著

三度目の恋 川上　弘美∥著 滅びの前のシャングリラ 凪良　ゆう∥著

我々は、みな孤独である 貴志　祐介∥著 始まりの木 夏川　草介∥著

まむし三代記 木下　昌輝∥著 沖晴くんの涙を殺して 額賀　澪∥著

くちばみ 花村　萬月∥著 風よあらしよ 村山　由佳∥著

私はスカーレット　３ 林　真理子∥著 吹上奇譚　第３話 吉本　ばなな∥著

谷根千ミステリ散歩 東川　篤哉∥著 明るい覚悟 落合　恵子∥著

一抹の福 牧　秀彦∥著 そこにある山 角幡　唯介∥著



ちえもん 松尾　清貴∥著 世界をこの眼で見ぬきたい。 平野　暁臣∥編

４６１個のおべんとう 丸山　智∥著 私たちはどう生きるか 婦人之友社編集部∥編

まほうのハッピーハロウィン 石津　ちひろ∥著 こんたのさかなつり 田中　友佳子∥著

だいぶつさまおまつりですよ 苅田　澄子∥著 つるかめつるかめ 中脇　初枝∥著

うみだうみだ せな　けいこ∥著 ポッコとたいこ マシュー・フォーサイス∥著

新着図書(児童)

今年も一年ありがとうございました。

良いお年をお迎えください☺
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