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暑い毎日が続きますが、水分補給や栄養補給、十分な睡眠を大切にしながら過ごしていきま

しょう。８月も下記のカレンダー通り表郷図書館は開館しております。夏休みの宿題にお役立て

いただける文献なども所蔵しておりますので、ご活用ください。

新着図書
『続 英単語の語源図鑑』 清水建二 著 （832/ｼ）

英単語の語源を考えたことはありますか？それぞ

れの単語の語源や成り立ちをイラスト付きで知る事

が出来る1冊です。同じくかんき出版より出されて

いる『英単語の語源図鑑』（832/ｼ）、『韓国語の語源図

鑑』(829.12/ﾊ)もおすすめです。
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『これが鳥獣戯画でござる』 結城昌子 著 （J721/ﾕ）

鳥獣戯画を読み解くと、そこには鳥獣戯画が生ま

れたころの時代背景も見えてきます。先の見えない

つらい時代を表情豊かな愛らしい動物たちに笑い

を託し乗り越えてきた、先人の思いを感じることが

できる1冊です。

○読書感想文全国コンクールの課題図書は、

８/３１までの間、貸出期間が２週間となります。

他の本とは貸出期間が異なりますのでご利用の

際はご注意ください。

○市内4館をまわるスタンプラリー開催中です。

表郷図書館内にもスタンプ台の設置がございま

すのでご不明な点はお問い合わせください。

表郷図書館コミック棚

表郷図書館のコミック棚よりおすすめのコミックを紹介します。

『プロミス・シンデレラ』 既刊11巻

橘オレコ 著 （M726.1/ﾀﾁﾊﾅ）

元専業主婦の大人女子・早梅の前に現れた男子

高校生・壱成。人生に必要なのは？愛か運か、それ

ともお金か…？二人の年の差ラブストーリーと、リ

アル人生ゲームの行方も気になる今作です。

※掲載情報はすべて7/20現在のものです。最新の情報は

図書館HPまたは直接のお電話でご確認ください。

表郷図書館→0248-32-4784

季節のおすすめ

『トマトの大百科』 中野明正 編 （626/ﾅ）

表郷のトマトはとってもおいしいですよね！そん

なトマトのこともっと知ってみませんか？品種や調

理方法をはじめトマトのあらゆる知識を得ることが

できる1冊です！(こちらの本は表郷図書館特色

コーナーにございます！)
※

※特色コーナーとは…？→表郷地域の特性にまつわる本を

所蔵しているコーナーです。

表郷図書館カレンダー
…休館日

開館時間 10：00～18：00
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表郷図書館→0248-32-4784

日本人がよく使う何気ない言葉には、

「美しい生き方のヒント」が隠されている。
小川　仁志∥著

最新図解スッキリわかる！

介護保険　第２版
本間　清文∥編著

突然ですが占ってもいいですか？

ＰＲＥＳＥＮＴＳとにかく

「運のいい家」に住みたい！

扶桑社
あなたの年金

２０２１－２０２２年版
椎野　登貴子∥著

ブッダが見つけた四つの真実
ゾンサル・ジャムヤン

・ケンツェ∥著
老いの福袋 樋口　恵子∥著

カリスマ先生が教える

おもしろくてとんでもなく

わかりやすい日本史

馬屋原　吉博∥著
東日本大震災東京電力

「黒い賠償」の真実
高木　瑞穂∥著

白河藩 植村　美洋∥著 非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山　剛∥著

偉人たちの人生図鑑 宝島社
東京電力福島第一原発事故から１０年の

知見復興する福島の科学と倫理
服部　美咲∥著

超解説！戦国武将まるわかり事典 島崎　晋∥著 もっふもふ！ 那須どうぶつ王国∥著

ご当地絶景東北 昭文社
血管の名医が教える

下肢静脈瘤の治し方
広川　雅之∥著

東北日帰りドライブ ぴあ 子どもの幸せは腸が７割 西東社

大人の１泊２日旅東北
ジェイティービー

パブリッシング
痩せるズボラ飯 じゅん∥著

福島のトリセツ 昭文社 うつぬけの「頑張らない」ごはん ナツメ社

るるぶ栃木宇都宮那須日光

　’２２最新版

ジェイティービー

パブリッシング
クスリとリスクと薬剤師 油沼∥画

るるぶ群馬草津伊香保みなかみ

　’２２最新版

ジェイティービー

パブリッシング
駅の文字、電車の文字 中西  あきこ∥著

日帰り大人の小さな旅

千葉・茨城特別編集版
昭文社 もじ鉄 石川  祐基∥著

大東京のらりくらりバス遊覧　続 泉　麻人∥著 おとな世代の暮らし替え 岸本　葉子∥著

所得税入門の入門　令和３年度版 藤本　清一∥著
なんでも自分で修理する本

道具と素材の図鑑
片桐　雅量∥著

新着図書【一般】
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ふくしま原発作業員日誌 片山　夏子∥著 西鉄バスのチャレンジ戦略 鈴木　文彦∥著

お金の神様に聞く

高橋さん家の１００の悩み
ペロンパワークス∥著 ＪＲバスのすべて　１・２ 鈴木　文彦∥著

キモノリメイクソーイング 塚田　紀子∥著
昭和・平成を生き抜いた鉄道遺産

関東編
塩塚　陽介∥著

優雅なレース編み　新装版 日本ヴォーグ社 乗れない鉄道をゆく イカロス出版

ダイエットが上手くいかないのは、

あなたのせいじゃない
長沼　睦雄∥著 会津のローカル線 林　嶢∥（他）著

白崎茶会の発酵定食 白崎　裕子∥著 南正時の知られざる廃線 南　正時∥著

伝え継ぐ日本の家庭料理｜

いも・豆　海藻のおかず
日本調理科学会∥編

オールカラー北海道の廃線記録

石北本線、釧網本線沿線編
安田　就視∥写真

「ごめんね育児」をやめてみたら、

肩の力を抜けるようになりました
あらい　ぴろよ∥著

オールカラー北海道の廃線記録

函館本線沿線編
安田　就視∥写真

子育てで眠れないあなたに 森田　麻里子∥著

オールカラー北海道の廃線記録

室蘭本線、日高本線、

根室本線沿線編

安田　就視∥写真

無肥料栽培を実現する本 岡本　よりたか∥著
オールカラー北海道の廃線記録

留萌本線、宗谷本線沿線編
安田　就視∥写真

厳選紅茶手帖　新版 世界文化社 ポツンと秘境駅 旅と鉄道編集部∥編

イチゴで稼ぐ！ イカロス出版 利用者”０”人駅 イカロス出版

世界一やさしいバラづくり 村上　敏∥著

スマホで困ったときに開く本

２０２１－２０２２

Ａｎｄｒｏｉｄスマホ＆ｉＰｈｏｎｅ対応版

朝日新聞出版

全国ＳＡ・ＰＡ道の駅ガイド 昭文社 春画にハマりまして。 春画ール∥著

秘境路線バスをゆく　７ イカロス出版 はたらく血小板ちゃん 4 柿原 優子  原作 

ＢＵＳ　ｍａｇａｚｉｎｅ　Ｖｏｌ．１０７ 講談社ビーシー 東京タラレバ娘シーズン２　5 東村　アキコ∥著

ハイパーミディ中島ハルコ　４ 東村　アキコ∥画

新着図書【一般】

新着図書【一般】



沢村さん家のたのしいおしゃべり 益田　ミリ∥著 あるヤクザの生涯 石原　慎太郎∥著

あんなにあんなに ヨシタケ　シンスケ∥著 緊急事態下の物語 尾崎　世界観∥（他）著

中学生＆高校生が弾きたい！

ネット発の最新ヒットソング
岩瀬貴浩 ナインストーリーズ 乙川　優三郎∥著

おうちでキャンプｗｉｔｈキッズ
ジェイティービー

パブリッシング
片見里荒川コネクション 小野寺　史宜∥著

知識ゼロでもわかる！

はじめてのキャンプ

ジェイティービー

パブリッシング
医学のつばさ 海堂　尊∥著

おやじキャンプ飯 馬杉　雅喜∥著 医学のひよこ 海堂　尊∥著

茶道文化検定公式テキスト 今日庵茶道資料館 監修 わるじい慈剣帖　６ 風野　真知雄∥著

韓国語の語源図鑑 阪堂　千津子∥著
ごめんなさい、

ずっと嘘をついてきました。
加藤　就一∥著

Ｋ－ＰＯＰ、韓流ドラマの

おなじみフレーズで身につく

基本の韓国語

みんしる∥著 うらんぼんの夜 川瀬　七緒∥著

英単語の語源図鑑　続 清水　建二∥著
科警研のホームズ

絞殺のサイコロジー
喜多　喜久∥著

ミステリ仕掛けの英単語 メディアビーコン∥著 神よ憐れみたまえ 小池　真理子∥著

児童文学の中の家 深井　せつ子∥著 宗棍 今野　敏∥著

文豪の凄い語彙力 山口  謠司∥著 梅花下駄 佐伯　泰英∥著

文豪たちの美味しいことば 山口　謠司∥著 琥珀の夏 辻村　深月∥著

レンタルフレンド 青木　祐子∥著 大連合 堂場　瞬一∥著

星に祈る あさの　あつこ∥著 リボルバー 原田　マハ∥著

無垢の傷痕 麻見　和史∥著 野球が好きすぎて 東川　篤哉∥著

新着図書【一般】
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偽坊主 藤井　邦夫∥著 新風記 吉川　永青∥著

プリンス 真山　仁∥著 黒牢城 米澤　穂信∥著

まりも日記 真梨　幸子∥著 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重　暁子∥著

雷神 道尾　秀介∥著 美女の魔界退治 林　真理子∥著

偽装連鎖 南　英男∥著 ふくしまの子どもたち
ゆめ・ざぶん賞

福島実行委員会∥編

姉の島 村田　喜代子∥著 ふるさとは帰ってきたか 菊池　和子∥著

罪の因果性 横関　大∥著

新着図書【一般】

ココロのなかぜ～んぶ見えちゃう！

心理テストＳＰ
ミラクル心理研究会∥編著

もっと！

まじめにふまじめかいけつゾロリ　３
ポプラ社

榎本武揚 静霞　薫∥原著
もののけ屋

三度の飯より妖怪が好き
廣嶋　玲子∥著

ドラえもん社会ワールドｓｐｅｃｉａｌ

－みんなのための法律入門
藤子・Ｆ・不二雄∥画 神さまの通り道 村上　しいこ∥著

うんちくいっぱい動物のうんち図鑑 小宮　輝之∥著 フルーツふれんずイチゴちゃん 村上　しいこ∥著

これが鳥獣戯画でござる 結城　昌子∥著 人類滅亡フラグがたちました！ 令丈　ヒロ子∥著

うそ 谷川　俊太郎∥著 へんてこたいそう 新井　洋行∥著

あおぞらこども食堂はじまります！ いとう　みく∥著 ものおもう 新井　洋行∥著

にじいろフェアリーしずくちゃん　４ ぎぼ　りつこ∥画 空き家 有田　奈央∥著

新着図書【児童】



きつねの窓 安房　直子∥著
バイバイばいきんさん

うがいのまき
たかい　よしかず∥著

きつね山の赤い花 安房　直子∥著
バイバイばいきんさん

てあらいのまき
たかい　よしかず∥著

はないろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ∥著
バイバイばいきんさん

はみがきのまき
たかい　よしかず∥著

もりの１００かいだてのいえ 岩井　俊雄∥著
バイバイばいきんさん

マスクのまき
たかい　よしかず∥著

ぞうさんのふうせん 内田　麟太郎∥著 グーチョキパーのうた 趙　博∥著

機界戦隊ゼンカイジャー

なぞとふしぎパワー全開！！１１９
講談社 ふぁむばむ ディーン・フジオカ∥著

なぁなぁ、あそぼ～！ さいとう　しのぶ∥著 えんそくねこねこ 長野　ヒデ子∥著

わにくんのだめだめアイス すみくら　ともこ∥著 パーンツ！ 藤本　ともひこ∥著

新着図書【児童】


