
２０２１年１２月号

新年のあいさつをしたばかりだと思っていたら、いつの間にか年の瀬の準備。あっという間に過ぎ

去った今年１年ですが本という存在が、そして図書館という場所が、皆様の２０２１年を少しでも彩るこ

とが出来ていたのならうれしい限りです◎

年内は12月２7日まで、年明けは1月6日から開館しております。来年もどうぞ図書館をご利用くだ

さいね☺

『絶滅危惧動作図鑑』

時代が進むにつれ、しなくなった動作。それはある種、

技術の進歩や生活の質の向上を示しているのかもし

れません。いま私たちが当たり前にしている動作も未

来では、「現代ではしない」動作になる可能性も大い

にあるのです。そんな私たちの生活に根付くあらゆる

動作をイラストで解説している一冊です。最近しなく

なった「あの動き」をぜひ懐かしんでみてください。

『ウサギのマリーのフルーツパーラー

まいごのこねこ』

ブルーの目をした真っ白なこねこ、どうやら迷子に

なって泣いてしまったようです。果たして、このねこ

ちゃんを笑顔にしてお家に帰すことはできるのでしょ

うか？絵の可愛さに惹き込まれていくこと間違いな

しの一冊です。『ウサギのマリーのフルーツパーラーシ

リーズ』として現在合計二冊所蔵がありますのでお探

しの際はお声掛けください◎
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…休館日

現在、図書館の貸出袋が不足

しております。本を借りていただ

く際、『マイバック』のご持参等の

ご協力をお願いいたします！

表郷図書館 0248-32-4784

※ご注意ください※

12/27～1/5の期間中、表郷図書館の

返却ポストはご利用いただけません。
(他館については各館にお問合せください)

これは本の重みや湿気による本の傷みを

防ぐためです。

オスワンくん

(丑年ver.)

藪本 晶子∥著 (049/ﾔ)

小手鞠 るい∥著 (J913/ｺﾃ)

次は 寅年かぁ～

表郷図書館0248-32-4784

『ポップス歌手の耐えられない軽さ』 桑田佳祐 （764.7/ｸ）

『ヲタクに恋は難しい 11』 ふじた (M726.1/ﾌｼﾀ）

『人生でいちばん大切なことはグリム童話が教えてくれる』

植西 聰(943/ｳｴ)

『竜とそばかすの姫 』 細田 守 (E/ｶﾄ)
and more…

おすすめの新着本は他にも…↓



表郷図書館0248-32-4784

東京の美しい図書館 立野井　一恵∥著 いちばんやさしい西洋美術の本 ミニマル∥編著

絶滅危惧動作図鑑 藪本　晶子∥著 建築でめぐる日本の美術館 土肥　裕司∥著

ミュージアムグッズのチカラ 大澤　夏美∥著 こじらせ美術館 ナカムラ　クニオ∥著

考える日本史 本郷  和人∥著 ヲタクに恋は難しい　１１ ふじた∥著

日本史の基本ゆる図鑑 宝島社
ご成長ありがとうございます

たべざかり編
三本　阪奈∥著

美術でめぐる西洋史年表 池上　英洋∥著 マダムが教えてくれたこと ユニカ

亡国の危機 櫻井　よしこ∥著 スイート・スイート・クラシック 三浦　裕子∥著

経済ってなんだ？ 山本　御稔∥著 ポップス歌手の耐えられない軽さ 桑田　佳祐∥著

すごい植物最強図鑑 角　愼作∥画 季節を脱いでふたりは潜る 菅原　敏∥著

認知症世界の歩き方 筧　裕介∥著 月曜日の抹茶カフェ 青山　美智子∥著

緩和ケア医がんと生きる

４０の言葉
大橋　洋平∥著 放課後美術室 麻沢  奏∥著

クックパッドオートミールで

ダイエットレシピ
宝島社 明日へつながる５つの物語 あさの　あつこ∥著

これからの私が似合う服

ＶＯＬ．３
扶桑社 舞風のごとく あさの　あつこ∥著

老けない美容、老ける美容 神崎　恵∥著 酔いどれ鳶 宇江佐　真理∥著

眠れぬ夜はケーキを焼いて　２ 午後∥著 はしからはしまで 梶　よう子∥著

片手間でつくる

罪悪感のないオヤツ
まめこ∥著 初秋の剣 風野　真知雄∥著

はじめて育児ぐっちゃんパフェ ｃｈｉｉｋｏ∥著 わるじい慈剣帖　７ 風野　真知雄∥著

農業ビジネスｖｅｇｇｉｅ（ベジ）

ｖｏｌ．３１
イカロス出版 砂に埋もれる犬 桐野　夏生∥著

常識のない喫茶店 僕のマリ∥著 罪責　新装版 今野　敏∥著

鉄道廃止転換バスをゆく イカロス出版 処断　新装版 今野　敏∥著

ＢＵＳ　ｍａｇａｚｉｎｅ　Ｖｏｌ．１０９ 講談社ビーシー 潜入捜査　新装版 今野　敏∥著

日本懐かしラジオ大全 川野　将一∥著 排除　新装版 今野　敏∥著

植田工の展覧会のミカタです 植田　工∥著 ボーダーライト 今野　敏∥著

新着図書≪一般≫



臨界　新装版 今野　敏∥著 赤でもなく青でもなく 丸井　とまと∥著

陰の人 佐伯　泰英∥著 Ｎ 道尾　秀介∥著

輝山 澤田　瞳子∥著 破滅 南　英男∥著

雨上がり、

君が映す空はきっと美しい
汐見　夏衛∥著 七夕の夜におかえり 三萩　せんや∥著

真夜中の底で君を待つ 汐見　夏衛∥著 ミカエルの鼓動 柚月　裕子∥著

倒産続きの彼女 新川　帆立∥著 ルパンの絆 横関　大∥著

ＥＶ 高嶋　哲夫∥著 乱世を看取った男山名豊国 吉川　永青∥著

ガラスの海を渡る舟 寺地　はるな∥著 オリンピックにふれる 吉田　修一∥著

７．５グラムの奇跡 砥上　裕將∥著 糸切り 吉永  南央∥著

ねぎ坊の天ぷら 中島　久枝∥著 その日まで 吉永  南央∥著

夜が明ける 西　加奈子∥著 月夜の羊 吉永　南央∥著

邯鄲の島遥かなり　中 貫井　徳郎∥著 名もなき花の 吉永  南央∥著

灼熱 葉真中　顕∥著 萩を揺らす雨 吉永　南央∥著

母親からの小包は

なぜこんなにダサいのか
原田　ひ香∥著 まひるまの星 吉永  南央∥著

居酒屋「一服亭」の四季 東川　篤哉∥著 花人始末出会いはすみれ 和田　はつ子∥著

ディープフェイク 福田　和代∥著 花人始末菊香の夢 和田　はつ子∥著

天眼通 藤井　邦夫∥著 おんなのじかん 吉川　トリコ∥著

二十一時の渋谷で 古内　一絵∥著 やっぱり食べに行こう。 原田　マハ∥著

朝と夕の犯罪 降田　天∥著 純猥談私もただの女の子なんだ 純猥談編集部∥編

星を掬う 町田　そのこ∥著
人生でいちばん大切なことは

グリム童話が教えてくれる
植西　聰∥著

新着図書≪一般≫



６さいからつかえるパソコン たにぐち　まこと∥著 おばけくんのハロウィン 新井　洋行∥著

かいじゅうたちはこうやって

ピンチをのりきった
新井　洋行∥著 ぶくぶくざばあ 新井　洋行∥著

小早川秀秋 静霞　薫∥原著 パ・パ・パ・パパジャマ 石津　ちひろ∥著

４７都道府県

ニッポン学び旅２００
朝日新聞出版∥編著 あたまにかきのき いもと　ようこ∥著

星空教室　夏の星座 藤井　旭∥著 だんごむしコーロコロ 海野　あした∥著

星空教室　秋の星座 藤井　旭∥著 かんじるえ 大谷　陽一郎∥著

星空教室　冬の星座 藤井　旭∥著 ぐるぐるうごくしましまぐるぐる かしわら　あきお∥著

もしも恐竜とくらしたら 山本　省三∥著 まるまるぽぽぽん 柏原  晃夫∥著

それでもがんばる！

どんまいなちっちゃいいきもの図鑑
宝島社 竜とそばかすの姫 細田　守∥原著

ＮＨＫ「香川照之の昆虫すごいぜ！」

図鑑　Ｖｏｌｕｍｅ３
カマキリ先生∥著 そらからおちてきてん ジョン・クラッセン∥著

もしもロボットとくらしたら 山本　省三∥著 めんめんレース 五味　ヒロミ∥著

ドラえもん探究ワールド

食料とおいしさの未来
藤子・Ｆ・不二雄∥画 おべんとうバスのかくれんぼ 真珠　まりこ∥著

東京２０２０オリンピック

・パラリンピック公式競技図鑑
ＫＡＤＯＫＡＷＡ へっへっへくしょーん たあ先生∥著

試合で勝てる！小学生の

ドッジボール上達のコツ　新装版
メイツ出版 みつ ｔｉｍａｔｉｍａ∥著

もっと活躍できる！小学生のための

バレーボールがうまくなる本　新装版
メイツ出版 チリとチリリよるのおはなし どい　かや∥著

おさるのゆめ いとう　ひろし∥著
オニのサラリーマン

じごく・ごくらく運動会
富安　陽子∥著

うさぎのマリーのフルーツパーラー

まいごのこねこ
小手鞠　るい∥著 カピバラのだるまさんがころんだ 中川　ひろたか∥著

もうひとつのアンデルセン童話 斉藤　洋∥著
日本のこびと大全

川や海・人のまわり編
なばた　としたか∥著

パパはカッパか！？ 中山　聖子∥著 おかあさんごめんなさい みやにし　たつや∥著

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１６ 廣嶋　玲子∥著 さんせーい！ 宮西　達也∥著

ラストで君は「まさか！」と言う

神さまのいたずら
ＰＨＰ研究所∥編 いれてくやさーい わたなべ　あや∥画

ねこと王さましごとをさがす ニック・シャラット∥著 おしえてくやさーい わたなべ　あや∥画

ぎんいろのねこ あまん　きみこ∥著

新着図書≪児童≫


