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情報情報情報情報 - SPECIAL

読書マラソンのお知らせ読書マラソンのお知らせ読書マラソンのお知らせ読書マラソンのお知らせ    -MARATHON

DVD 以外）を借りると台紙に

スタンプを押せます。１５個たまるとゴール。

※図書館に通いやすい子におすすめ。※図書館に通いやすい子におすすめ。※図書館に通いやすい子におすすめ。※図書館に通いやすい子におすすめ。    

だ本を台紙に記録して、最後に図書館に行こ

う。４０冊記録するとゴール。 

※あまり図書館に来られない子におすすめ。※あまり図書館に来られない子におすすめ。※あまり図書館に来られない子におすすめ。※あまり図書館に来られない子におすすめ。    

図書館では、毎年恒

の読書マラソン『たくさんよむぞぅ。』を開催いたします。今回は、マラソ

１１日（月）、１９日（火１１日（月）、１９日（火１１日（月）、１９日（火１１日（月）、１９日（火）、）、）、）、 

dreamwork.codreamwork.codreamwork.codreamwork.commmm     

土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）    

夜空、青空、星空などソラ絵本大特集！ 

動力により、同じ運動を繰り返して仕事をするしかけ。 

司書のイチオシ本を紹介します。 

中村文則さん」 

PECIAL - 

MARATHON-  

以外）を借りると台紙に 

スタンプを押せます。１５個たまるとゴール。 

だ本を台紙に記録して、最後に図書館に行こ

    



★絵本★絵本★絵本★絵本

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
※新作テープの色は「緑※新作テープの色は「緑※新作テープの色は「緑※新作テープの色は「緑

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

スーパー戦隊はどこだ！？

ひだりみぎ（新井洋行）

おともだちできた？（恩田陸）

シロクマくつやすてきななつやすみ

ばけバケツ（軽部武宏）

キラキラ☆プリキュアアラモードキュア

パルフェ、よろしくね！

ごはんごはん（視覚デザイン研究所）

とんこととん（武鹿悦子）

たいふうのひ（武田美穂）

つけたしことばの本（だんきょうこ）

タコめし（つきおかようた）

１ぽんでもにんじん（長野ヒデ子）

バスていよいしょ（重松弥佐）

マスク（福井智）

妖怪美術館（広瀬克也）

竹取物語（越水利江子）

里見八犬伝（曲亭馬琴）

少年 N の長い長い旅

いえのおばけずかん（斉藤洋）

恐怖コレクター

 

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書    ※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者

※新作テープの色は「緑※新作テープの色は「緑※新作テープの色は「緑※新作テープの色は「緑色色色色」です。」です。」です。」です。

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

スーパー戦隊はどこだ！？

ひだりみぎ（新井洋行） 

おともだちできた？（恩田陸）

シロクマくつやすてきななつやすみ

（おおでゆかこ）

ばけバケツ（軽部武宏） 

キラキラ☆プリキュアアラモードキュア

パルフェ、よろしくね！ 

ごはんごはん（視覚デザイン研究所）

とんこととん（武鹿悦子）

たいふうのひ（武田美穂）

つけたしことばの本（だんきょうこ）

タコめし（つきおかようた）

１ぽんでもにんじん（長野ヒデ子）

バスていよいしょ（重松弥佐）

マスク（福井智） 

妖怪美術館（広瀬克也） 

竹取物語（越水利江子） 

里見八犬伝（曲亭馬琴） 

の長い長い旅 ０３（石川宏千花）

いえのおばけずかん（斉藤洋）

恐怖コレクター 巻ノ６（佐東みどり）

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者です。です。です。です。 
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新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ 

スーパー戦隊はどこだ！？ 

 

おともだちできた？（恩田陸） 

シロクマくつやすてきななつやすみ 

（おおでゆかこ）

 

キラキラ☆プリキュアアラモードキュア

 

ごはんごはん（視覚デザイン研究所） 

とんこととん（武鹿悦子） 

たいふうのひ（武田美穂） 

つけたしことばの本（だんきょうこ） 

タコめし（つきおかようた） 

１ぽんでもにんじん（長野ヒデ子） 

バスていよいしょ（重松弥佐） 

 

 

 

０３（石川宏千花） 

いえのおばけずかん（斉藤洋） 

巻ノ６（佐東みどり） 

 

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

ぼくらのロストワールド（宗田理）

走れメロス（太宰治）

かいけつゾロリのかいていたんけん

キャベたまたんていきょうりゅう島でき

きいっぱつ（三田村信行）

銀河鉄道の夜（宮沢賢治）

５秒後に意外な結末（桃戸ハル）

メアリと魔女の花

（メアリー・スチュアート）

もうひとつの WONDER

少女探偵アガサ

（サー・スティ

魔女学校の教科書（西村佑子）

信玄と謙信（田代脩）

伊達政宗（田代脩）

ミラクルハッピーお仕事ずかん

宇宙について知っておくべき１００のこ

と（アレックス

さかなのたまご（内山りゅう）

家族をみつけたライオン（サラ

さらわれたチンパンジー（ジェス

ドラえもん科学ワールド

お菓子の世界（藤子・

いちばんわかりやすいこども囲碁教室

もちもち♡ぱんだもちっとまちがいさが

し（Yuka） 

 

 

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

ぼくらのロストワールド（宗田理）

走れメロス（太宰治） 

かいけつゾロリのかいていたんけん

（原ゆたか）

キャベたまたんていきょうりゅう島でき

きいっぱつ（三田村信行） 

銀河鉄道の夜（宮沢賢治） 

５秒後に意外な結末（桃戸ハル）

メアリと魔女の花 

（メアリー・スチュアート）

WONDER（R．J．パラシオ）

少女探偵アガサ ３ 

スティーヴ・スティーヴンソン）

魔女学校の教科書（西村佑子） 

信玄と謙信（田代脩） 

（田代脩） 

ミラクルハッピーお仕事ずかん DX

（ドリームワーク調査会）

宇宙について知っておくべき１００のこ

と（アレックス・フリス） 

さかなのたまご（内山りゅう） 

家族をみつけたライオン（サラ・スターバック）

さらわれたチンパンジー（ジェス・フレンチ）

ドラえもん科学ワールド special

お菓子の世界（藤子・F・不二雄）

いちばんわかりやすいこども囲碁教室

（誠文堂新光社）

もちもち♡ぱんだもちっとまちがいさが

★文庫文庫文庫文庫

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書
 ★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語

ぼくらのロストワールド（宗田理） 

かいけつゾロリのかいていたんけん 

（原ゆたか） 

キャベたまたんていきょうりゅう島でき

５秒後に意外な結末（桃戸ハル） 

（メアリー・スチュアート） 

．パラシオ） 

スティーヴンソン） 

８６－エイティシックスー

さよなら神様（麻耶雄嵩）

さいとう市立さいとう高校野球部

弥栄の烏（阿部智里）

嘘をつく器死の曜変天目（一色さゆり）

AX（伊坂幸太郎）

MM（市川拓司）

光二郎分解日記（大山淳子）

真夏の雷管（佐々木譲）

マイ・ディア・ポリスマン（小路幸也）

暗闇のアリア（真保裕一）

紅城奇譚（鳥飼否宇）

ネタ元（堂場瞬一

ネメシスの使者（中山七里）

黄泉坂案内人

忍物語（西尾維新）

影裏（沼田真佑）

とるとだす（畠中恵）

嵯峨野花譜（葉室麟）

深海

死の準備教育（曽野綾子）

 

 

DX 

（ドリームワーク調査会） 

宇宙について知っておくべき１００のこ

 

スターバック） 

フレンチ） 

special 食べ物と

・不二雄） 

いちばんわかりやすいこども囲碁教室 

（誠文堂新光社） 

もちもち♡ぱんだもちっとまちがいさが

文庫文庫文庫文庫    
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小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

８６－エイティシックスー

さよなら神様（麻耶雄嵩）

さいとう市立さいとう高校野球部

弥栄の烏（阿部智里）

嘘をつく器死の曜変天目（一色さゆり）

（伊坂幸太郎） 

（市川拓司） 

光二郎分解日記（大山淳子）

真夏の雷管（佐々木譲）

マイ・ディア・ポリスマン（小路幸也）

暗闇のアリア（真保裕一）

紅城奇譚（鳥飼否宇）

ネタ元（堂場瞬一） 

ネメシスの使者（中山七里）

黄泉坂案内人 ３条目（仁木英

忍物語（西尾維新） 

影裏（沼田真佑） 

とるとだす（畠中恵）

嵯峨野花譜（葉室麟）

の寓話（森村誠一）

死の準備教育（曽野綾子）

※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「緑緑緑緑色色色色」です」です」です」です

８６－エイティシックスー Ep.2 

（安里アサト）

さよなら神様（麻耶雄嵩） 

さいとう市立さいとう高校野球部 ３ 

（あさのあつこ）

弥栄の烏（阿部智里） 

嘘をつく器死の曜変天目（一色さゆり）

光二郎分解日記（大山淳子） 

真夏の雷管（佐々木譲） 

マイ・ディア・ポリスマン（小路幸也）

暗闇のアリア（真保裕一） 

紅城奇譚（鳥飼否宇） 

 

ネメシスの使者（中山七里） 

３条目（仁木英之） 

 

とるとだす（畠中恵） 

嵯峨野花譜（葉室麟） 

（森村誠一） 

死の準備教育（曽野綾子） 

」です」です」です」です。。。。    ★その他その他その他その他

（安里アサト） 

AIが人間を殺す日（小林雅

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇

この国の息苦しさの正体（和田秀樹）

お咒い日和（加門七海）

子や孫にしばら

名字でわかるあなたのルーツ（森岡浩）

デンマークの親は子どもを褒めない

（ジェシカ

忘却の引揚げ史（下川正晴）

うちの子は字が書けない（千葉リョウコ）

みるみる絆が深まる親子手帳（石田勝紀）

身長を伸ばす栄養とレシピ（石川三知）

歯医者に行きたくない人のための自分で

できるデンタルケア（西原郁子）

簡単！住まいの

水栓・混合栓〉〈トイレ〉

大人がすっきり見える服

プリザーブ

予約がとれない伝説の家政婦が教える魔

法の作りおき

ミニマリスト、親の家を片づける

散歩が楽しくなる樹の手帳（岩谷美苗）

思い出のブルートレイン

怖い絵のひみつ。（中野京子）

金沢翔子（金沢翔子）

オペラ・ギャラリー５０

 

（あさのあつこ） 

嘘をつく器死の曜変天目（一色さゆり） 

マイ・ディア・ポリスマン（小路幸也） 

その他その他その他その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

が人間を殺す日（小林雅一）

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇

（ケント・

この国の息苦しさの正体（和田秀樹）

お咒い日和（加門七海） 

子や孫にしばられない生き方（河村都）

名字でわかるあなたのルーツ（森岡浩）

デンマークの親は子どもを褒めない

（ジェシカ・ジョエル・アレキサンダー）

忘却の引揚げ史（下川正晴）

うちの子は字が書けない（千葉リョウコ）

みるみる絆が深まる親子手帳（石田勝紀）

身長を伸ばす栄養とレシピ（石川三知）

歯医者に行きたくない人のための自分で

できるデンタルケア（西原郁子）

簡単！住まいの DIY マニュアル水回り〈単

水栓・混合栓〉〈トイレ〉 

大人がすっきり見える服 

プリザーブドフラワー（長井睦美）

れない伝説の家政婦が教える魔

法の作りおき 

ミニマリスト、親の家を片づける

（やまぐちせいこ）

散歩が楽しくなる樹の手帳（岩谷美苗）

思い出のブルートレイン 

（鉄道ジャーナル編集部）

絵のひみつ。（中野京子）

金沢翔子（金沢翔子） 

オペラ・ギャラリー５０ 

一） 

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇

・ギルバート） 

この国の息苦しさの正体（和田秀樹） 

れない生き方（河村都） 

名字でわかるあなたのルーツ（森岡浩） 

デンマークの親は子どもを褒めない 

アレキサンダー） 

忘却の引揚げ史（下川正晴） 

うちの子は字が書けない（千葉リョウコ） 

みるみる絆が深まる親子手帳（石田勝紀） 

身長を伸ばす栄養とレシピ（石川三知） 

歯医者に行きたくない人のための自分で

できるデンタルケア（西原郁子） 

マニュアル水回り〈単

 

フラワー（長井睦美） 

れない伝説の家政婦が教える魔

ミニマリスト、親の家を片づける 

（やまぐちせいこ） 

散歩が楽しくなる樹の手帳（岩谷美苗） 

（鉄道ジャーナル編集部） 

絵のひみつ。（中野京子） 


