
暑い毎日が続きますが、水分・栄養の補給、休養をしっかりとってお過ごしくださいね。

図書館では、読書感想文全国コンクールの課題図書の貸出をおこなっています。夏休みの課題に

ぜひお役立てくださいね♪
新着図書のおススメ

『ワケあり！？なるほど語源辞典』

さがわゆめこ絵（J812/ｻ)

その昔、「愛しい」と書いて「いとしい」そして、「かなしい」と読んでい

ました。「いとしい」も「かなしい」もどちらも同じく胸が苦しくなるから

だそうで…。

そんななんだかとても情緒的な語源をはじめ、花の名前の由来や、

地名の由来などたくさんの語句の由来を紹介している一冊です。海

外のことわざコーナーもおすすめです！

語句を多く知れば、会話の幅がぐんと広がりますが、その語源を知

る事で表現という奥行きが出ると感じます(^▽^) 大人にもお子さ

んにもおすすめしたい一冊です。

語源はもちろん、古典作品などを見て思うのは、昔の人々はロマン

ティックな人が多かったのかなあ・・・という事。素敵ですね💜

表郷図書館カレンダー
…休館日

※掲載情報は全て7/25現在のものです。最新の情報は図書館HPまた

は各館への直接のお電話でご確認ください

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

２０２２年8月号

『第68回青少年読書感想文コンクール』課題図書の

貸出をしています。７月１日～８月３１日の間、課題図

書に該当する本に限り貸出期間が２週間になりますの

でご利用の際はご確認ください。（ご予約は可能ですが、

貸出の延長はできません）

『消しゴムをくれた女子を好きになった。』

ＦＵＫＵＤＡ（ｗ）著（913.6/ﾌｸﾀ)

いかにも青春を感じるタイトルですが、まさにまさにその通り。青春

時代の暑苦しさ、恋焦がれるもどかしさ必死さ、絶望感、そして希

望や淡い期待、そしてそして喜びもすべて詰まった一冊と言っても過

言ではありません。しかも、この物語は、ただの青春の1ページを切り

取っただけでなく、中学一年の主人公が社会人になるまでの13年間、

一人の女子を想い続ける様を描く壮大なラブストーリーとなっていま

す。

なぜかこちらのお話、タイトルを間違えてしまう方が多いらしく（今

月のおたよりの担当司書もその一人）、『消しゴムをくれた彼女…』で

もなく『消しゴムの女の子…』でもなく『消しゴムをくれた女子を好き

になった。』というタイトルですのでお探しの際はご注意くださいね☺

～夏休みにおすすめの児童書～

●『まるで本物！？あそべる工作』シリーズ

…工作のヒントを得られるかも！
●『実験対決』シリーズ

…自由研究に悩んだらぜひ！

●『ノートは友だち！』シリーズ

…二学期からのノートがグンと進化✨
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は各館への直接のお電話でご確認ください

タイトル 著者 タイトル 著者

本屋図鑑 いまがわゆい／著 ペガサスの記憶 桐島洋子／著

「私」という男の生涯 石原慎太郎／著 幽霊認証局 赤川次郎／著

佐藤優の地政学入門 佐藤優／監修 彼女が知らない隣人たち あさのあつこ／著

池上彰の行動経済学入門 池上彰／監修 私の盲端 朝比奈　秋∥著

みずほ、迷走の２０年 河浪武史／著 伏流捜査 安東能明／著

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷智子／著 朽ちゆく庭 伊岡瞬／著

３時間だけママを代わります！ さいおなお／著 くるまの娘 宇佐見りん／著

発達凸凹っ子に英才療育？してみた 古都コト子／著 晩秋行 大沢在昌／著

ふくしまスミレ図鑑 山下俊之／写真・文 奇跡集 小野寺史宜／著

メイクはただの魔法じゃないのテクニック 六多　いくみ∥著 あきらめません！ 垣谷美雨／著

志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ タサン志麻／著 広重ぶるう 梶よう子／著

ビーツ、私のふだん料理 荻野　恭子∥著 わるじい慈剣帖　９ 風野真知雄／著

ホットケーキミックスだからおいしいお菓子 ホッとケーキさん。／著 空をこえて七星のかなた 加納朋子／著

料理研究家ゆかりのおうちで簡単！
３時のおやつ

ゆかり／著 夜に星を放つ 窪美澄／著

農家が教える農家の土木 農文協／編 情事と事情 小手鞠るい／著

シャボテン新図鑑 Ｓｈａｂｏｍａｎｉａｃ！／著 任侠楽団 今野敏／著

森のふしぎ 馬場孝三／著 よろずを引くもの 西條奈加／著

＃アイドルあるある推しごと図鑑 糸原　沙也加∥著 浮世小路の姉妹 佐伯泰英／著

今日のタメ口英語　２ ｋａｚｕｍａ∥著 狂う潮 佐伯泰英／著

絵本のつぎに、なに読もう？ 越高綾乃／著 さよならの向う側　 清水　晴木∥著

新着図書(一般)



競争の番人 新川帆立／著 偽りの捜査線 誉田哲也／著

いたずらな君にマスク越しでも恋を撃ち抜かれた　２星奏なつめ／著 宙ごはん 町田そのこ／著

化物園 恒川光太郎／著 毒蜜 南英男／著

カレーの時間 寺地はるな／著 闇断罪 南英男／著

鷹の系譜 堂場瞬一／著 きたきた捕物帖　子宝船 宮部　みゆき∥著

沃野の刑事 堂場瞬一／著 信仰 村田沙耶香／著

女人入眼 永井紗耶子／著 神島幻影 矢月秀作／著

オリーブの実るころ 中島京子／著 忍者に結婚は難しい 横関大／著

時代小説ザ・ベスト　２０２２ 日本文藝家協会／編 高く翔べ 吉川永青／著

月の王 馳星周／著 ９９年、ありのままに生きて 瀬戸内寂聴／著

八月の母 早見和真／著 万感のおもい 万城目学／著

うまたん 東川篤哉／著 小さいわたし 益田ミリ／著

黙秘 深谷忠記／著 今日は、これをしました 群ようこ／著

消しゴムをくれた女子を好きになった。 ＦＵＫＵＤＡ（ｗ）∥著 私と街たち〈ほぼ自伝〉 吉本ばなな／著

菜の花の道 藤原緋沙子／著 私がシングルファザーになった日 りゅーちゃんねる／作

両手にトカレフ ブレイディみかこ／著

新着図書(一般)

いたずらな君にマスク越しでも
恋を撃ち抜かれた　２



タイトル 著者 タイトル 著者

お札に登場した偉人たち２１人 河合敦／著 やっぱりざんねんないきもの事典 今泉忠明／監修

海の豊かさ 稲葉　茂勝∥著 やせいのパパ フィリップ・バンティング／作

ＳＤＧｓってなに？入門 稲葉　茂勝∥著 やせいのママ フィリップ・バンティング／作

気候変動 稲葉　茂勝∥著
みんなが知りたい！
日本の「絶滅危惧」動物がわかる本

今泉忠明／監修

生産と消費 稲葉　茂勝∥著 ゆるゆる怪鳥図鑑 かげ／まんが

まちづくり 稲葉　茂勝∥著
地球の課題がよくわかる！
ＳＤＧｓキャラクター図鑑

秋山宏次郎／監修

水とトイレ 稲葉　茂勝∥著 のりもの 学研プラス

陸の豊かさ 稲葉　茂勝∥著 でんしゃ 学研プラス

こども地政学 バウンド∥著 世界の市場 マリヤ・バーハレワ／文

地政学でわかるわたしたちの世界 ティム・マーシャル∥著 ワケあり！？なるほど語源辞典 さがわ　ゆめこ∥画

お金にふりまわされず生きようぜ！ 田中　靖浩∥著
ことわざ・四字熟語・慣用句

大辞典１１２０  完全版
西東社

キャリア教育に活きる！
仕事ファイル３３～３７

小峰書店編集部／編著 １０歳からの考える力が育つ２０の物語 石原　健次∥著

女の子のからだえほん マティルド・ボディ／作・絵 ジャレットのミント・コレクション あんびるやすこ／作・絵

大迫力！日本の鬼大百科 西東社 ちいさな宇宙の扉のまえで いとうみく／作

実験対決４１ 洪鐘賢／絵 世界中からヘンテコリン！？ 丘紫真璃／著

みんなが知りたい！「日本の山」のすべて
「日本の山のすべて」編集室
／著

５分後に衝撃のどんでん返し エブリスタ／編

かわいい花 小池安比古／監修 怪狩り　巻ノ６ 佐東みどり／作

はな 学研プラス
映画おしりたんていシリアーティ
ザ・ノベル

トロル／原作

どうぶつ 学研プラス かみさまのベビーシッター　２ 廣嶋玲子／作

動物園・水族館のクイズ図鑑 学研プラス 十年屋　６ 廣嶋玲子／作

新着図書(児童)



銭天堂　１７ 廣嶋玲子／作 つきをなくしたクマくん 谷口智則／著

へっこきよめさま いもとようこ／文・絵 おんぷちゃんとたいこ とよたかずひこ／作・絵

２ひきのカエル クリス・ウォーメル／作・絵 おんぷちゃんとねこ とよたかずひこ／作・絵

ハレガエル 大塚健太／作 おにぎりおにぎり 長野ヒデ子／さく

ワニはどうしてワニっていうの？ 大塚健太／作 デンタウン 中垣ゆたか／作

あまやどりのホットケーキ 尾崎潤／さく あるひくじらがやってきた ニック・ブランド／作

ハチのテオ、おてつだいのレシピ 香川照之／作 まよなかのバスてい 古内ヨシ／さく

ことりのデパート 苅田澄子／文 ぼりすそらをとぶ ディック・ブルーナ／ぶんえ

いただきますのおやくそくだもの きだにやすのり／さく ぼりすとこお ディック・ブルーナ／ぶんえ

てをつなぐのだいすき きむらゆういち／さく おならおうこく 丸山誠司／作・絵

パパのかえりがおそいわけ キムヨンジン／さく・え つむちゃんとあそぼう ｍｉｎｃｈｉ／さく・え

おとうさんのぼり くすのきしげのり／作 おいなりさん もとしたいづみ／文

ピンポーン！つぎとまります 五味ヒロミ／ぶん らんらんランドセル モリナガヨウ／著

さかなくん しおたにまみこ／著 かえるのほんや やぎたみこ／作・絵

戦争をやめた人たち 鈴木まもる／文・絵 きょうりゅうバスでとしょかんへ リウスーユエン／文

ちょっちょっちょきーん たあ先生／作

新着図書(児童)

≪オスワンくんの花鳥風月～ひと月一羽(話）≫
いちわつき

『わたあめに夢中なオスワンくん』

夏祭りに来たオスワンくん。時計の針はまもなく夜の八時を指し、

お祭りの目玉でもあるフィナーレの打ち上げ花火の音が響きます

…が、オスワンくんはわたあめに夢中！

金魚すくいを楽しんだ後、お好み焼きにやきそば、リンゴあめや
かき氷…そんなにたくさん食べても尚、愛おしそうにわたあめを見

つめています。春は花より団子なオスワンくん、夏は花火より屋

台なオスワンくんです！


