
No. 　　　　　 　書名 　　 著者名 出版社名 請求記号
1 IT用語図鑑 増井　敏克／著 翔泳社 007 ﾏ

2 いちばんやさしいプログラミングおうちでスタートBOOK 熊谷　基継／著 すばる舎 _O 007.6 ｸ

3 著作権法のしくみ デイリー法学選書編修委員会／編 三省堂 021.2 ﾁ

4 現代用語の基礎知識 平成編 自由国民社 031 ｹﾞ

5 精神科医の話の聴き方10のセオリー 小山　文彦／著 創元社 146.8 ｺ

6 明日はきっと、いい日になる。 『PHP』編集部／編 PHP研究所 159 ｱ

7 はい!こちら子ども記者相談室デス! かめおか子ども新聞／著 新潮社 159 ﾊ

8 全国御朱印大事典 日本の神社仏閣研究会／著 宝島社 175.9 ｾﾞ

9 縄紋時代の実年代講座 小林　謙一／著 同成社 210.2 ｺ

10 人事の三国志 渡邉　義浩／著 朝日新聞出版 222 ﾜ

11 皇后雅子 石井　勤／著 講談社 288.4 ﾃ

12 世界の秘密都市 ジュリアン・ビークロフト／著 日経ナショナルジオグラフィック社 290.8 ﾋﾞ

13 さあ、バリアフリー温泉旅行に出かけよう! 山崎　まゆみ／著 河出書房新社 291 ﾔ

14 真実の終わり ミチコ・カクタニ／著 集英社 311.7 ｶ

15 現場発!ニッポン再興 出町　譲／著 晶文社 318.6 ﾃﾞ

16 親子で学ぶお金と経済の図鑑 子どものための「お金と経済」プロジェクト 技術評論社 330 ｵ

17 直感と論理をつなぐ思考法 佐宗　邦威／著 ダイヤモンド社 336.2 ｻ

18 「かたづけ思考」こそ最強の問題解決 小松　易／著 PHP研究所 336.3 ｺ

19 マネーの魔術史 野口　悠紀雄／著 新潮社 338.3 ﾉ

20 呪いの言葉の解きかた 上西　充子／著 晶文社 361.4 ｳ

21 ドキュメント「働き方改革」 澤路　毅彦／著 旬報社 366.1 ﾄﾞ

22 やさしすぎるあなたがくたびれないための介護ハンドブック 東田　勉／著 大和書房 369.2 ﾋ

23 シニアのための防災手帖 三平　洵／監修 産業編集センター 369.3 ｼ

24 ヒマラヤに学校をつくる 吉岡　大祐／著 旬報社 372.2 ﾖ

25 真正の深い学びへの誘い 小林　和雄／著 晃洋書房 375.1 ｺ

26 獣医学部 斉藤　智／著 ぺりかん社 376.8 ｻ

27 日本の365日を愛おしむ 本間　美加子／著 東邦出版 386.1 ﾎ

28 伝説の謎 パトリシア S.ダニエルズ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 388 ﾀﾞ

29 恐竜・古生物ビフォーアフター 土屋　健／著 イースト・プレス 457.8 ﾂ

30 身近な雑草の芽生えハンドブック　1 浅井　元朗／著 文一総合出版 471.3 ｱ 1

31 こころ漢方 杉本　格朗／著 山と溪谷社 490.9 ｽ

32 知って安心!不整脈パーフェクトコントロール 岡村　英夫／著 法研 493.23 ｵ

33 100歳まで自分の歯を残す4つの方法 齋藤　博／著 講談社 497.9 ｻ

34 孟司と誠の健康生活委員会 養老　孟司／著 文藝春秋 498.04 ﾖ

35 本当のたばこの話をしよう 片野田　耕太／著 日本評論社 498.32 ｶ

36 かみやすい飲み込みやすい高齢者のやわらか食132 江頭　文江／著 学研プラス 498.59 ｴ

37 建築用語図鑑　日本篇 中山　繁信／共著 オーム社 520 ｹ

38 リノベーション名建築の旅 常松　祐介／著 講談社 523.1 ﾂ

39 カリスマ失墜 日経ビジネス／編 日経BP 537 ｶ

40 家事のワンオペ脱出術 佐光　紀子／著 エクスナレッジ 590 ｻ

41 しあわせとお金の距離について 佐藤　治彦／著 晶文社 591 ｻ

42 はじめてでもきちんと作れるゆかた、甚平、作務衣 日本ヴォーグ社 _R 593.1 ﾊ

43 基本がいちばんよくわかるアクセサリーのれんしゅう帳 寺西　恵里子／著 主婦の友社 _B 594 ﾃ

44 いちばんよくわかるバッグの基礎 日本ヴォーグ社 _R 594.7 ｲ

45 はじめてでもキレイにできるセルフジェルネイル教室 nailstepsリップ／著 ソーテック社 595.4 ﾈ

46 農家ごはんと旬野菜レシピ 枝元　なほみ／著 家の光協会 596.3 ｴ

47 わが家のおいしい梅干し・梅シロップ・梅酒のレシピ 柳澤　由梨／著 成美堂出版 596.3 ﾔ

48 おとなのごはんと一緒に作れる子どものお弁当 阪下　千恵／著 日東書院本社 _O 596.4 ｻ

49 パウンドケーキの本 田中　博子／著 東京書籍 _B 596.6 ﾀ

50 イギリス菓子図鑑 羽根　則子／著 誠文堂新光社 _B 596.6 ﾊ

51 超★簡単リズムあそび 井上　明美／著 ヤマハミュージックエンタテインメント 599 ｲ

52 草取りにワザあり! 西尾　剛／著 誠文堂新光社 615.6 ﾆ

美浦村中央公民館図書室
●パソコンの方はこちら

https://www.lib100.nexs-
service.jp/miholib/webopac/index.do

一 般 図 書　実 用 書

●スマホ・携帯の方はこちら

２０１９年７月　No. ３６４号

インターネットからも所蔵情報がわかります。

今回のご案内は、５月２４日～６月２０日に入った本です。

新着図書案内
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No. 　　　　　 　書名 　　 著者名 出版社名 請求記号
53 お抹茶のすべて 桑原　秀樹／著 誠文堂新光社 619.8 ｸ

54 里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理 西東社編集部／編 西東社 625 ｻ

55 コップひとつからはじめる自給自足の野菜づくり百科 はた　あきひろ／文・イラスト 内外出版社 626.9 ﾊ

56 植栽大図鑑 山崎　誠子／著 エクスナレッジ 629.7 ﾔ

57 馬を巡る旅 My Horse Memoirs 小檜山　悟／著 三才ブックス _V 645.2 ｺ

58 馬を巡る旅 遙かなる旅路 小檜山　悟／著 三才ブックス _V 645.2 ｺ

59 馬を巡る旅 旅路の果ての夢 小檜山　悟／著 三才ブックス _V 645.2 ｺ

60 世界の馬 Susanna Cottica／著 緑書房 _V 645.2 ｺ

61 わかりやすい交通事故 吉田　杉明／著 自由国民社 681.3 ﾖ

62 まるごとわかる!撮り方ブック　スポーツ編 山崎　理佳／著 日東書院本社 746 ﾔ

63 折り紙で作る千金美穂キャラクターワールド! いしばし　なおこ／著 世界文化社 754.9 ｲ

64 美空ひばり恋し 関口　範子／著 主婦と生活社 _L 767.8 ﾐ

65 バレリーナのお手本で学ぶバレエ・レッスン 湯川　麻美子／指導 新書館 769.9 ﾕ

66 白球の世紀 朝日新聞「白球の世紀」取材班／著 朝日新聞出版 783.7 ﾊ

67 那須雪崩事故の真相 阿部　幹雄／著 山と溪谷社 786.1 ｱ

68 知れば知るほど行司・呼出し・床山 「相撲」編集部／編著 ベースボール・マガジン社 788.1 ｼ

69 泣ける競馬 平松　さとし／著 KADOKAWA _V 788.5 ﾋ

70 合気道入門 植芝　充央／著 内外出版社 789.2 ｳ

71 将棋番組が10倍楽しくなる本 アライ　コウ／著 ビジネス教育出版社 796 ｱ

72 ゲームは人生の役に立つ。 小幡　和輝／著 エッセンシャル出版社 798 ｵ

73 1億3000万人のためのeスポーツ入門 但木　一真／編著 NTT出版 798.5 ﾀ

74 本当の翻訳の話をしよう 村上　春樹／著 スイッチ・パブリッシング 801.7 ﾑ

75 本にまつわる世界のことば 温　又柔／著 創元社 804 ﾎ

76 ちょい足しで丁寧に!英語のクッションことば デイビッド・セイン／著 ジャパンタイムズ 837.8 ｾ

77 不知火のほとりで 米本　浩二／著 毎日新聞出版 910.2 ｲｼﾑ

78 中川李枝子 中川　李枝子／著 平凡社 910.2 ﾅｶｶ

79 文豪たちの悪口本 彩図社文芸部／編 彩図社 910.2 ﾌﾝｺ

80 天皇皇后両陛下の歌から読む平成史 関川　夏央／解説 ベストセラーズ 911.1 ｼｮｳ

No. 　　　　　　 書名  著者名 出版社名 請求記号
1 マチのお気楽料理教室 秋川　滝美／著 講談社 913.6 ｱｷｶ

2 鬼を待つ (「弥勒」シリーズ 9) あさの　あつこ／著 光文社 913.6 ｱｻﾉ

3 アンサーゲーム 五十嵐　貴久／著 双葉社 913.6 ｲｶﾗ

4 コイコワレ 乾　ルカ／著 中央公論新社 913.6 ｲﾇｲ

5 夏の陰 岩井　圭也／著 KADOKAWA 913.6 ｲﾜｲ

6 キュー 上田　岳弘／著 新潮社 913.6 ｳｴﾀ

7 それからの四十七士 岡本　さとる／著 祥伝社 913.6 ｵｶﾓ

8 魔法がとけたあとも 奥田　亜希子／著 双葉社 913.6 ｵｸﾀ

9 ライフ 小野寺　史宜／著 ポプラ社 913.6 ｵﾉﾃ

10 殺意の証 (警視庁捜査一課・田島慎吾 2) 梶永　正史／著 講談社 913.6 ｶｼﾅ

11 とむらい屋颯太 梶　よう子／著 徳間書店 913.6 ｶｼﾖ

12 あなたの右手は蜂蜜の香り 片岡　翔／著 新潮社 913.6 ｶﾀｵ

13 百花 川村　元気／著 文藝春秋 913.6 ｶﾜﾑ

14 金剛の塔 木下　昌輝／著 徳間書店 913.6 ｷﾉｼ

15 誰そ彼の殺人 小松　亜由美／著 幻冬舎 913.6 ｺﾏﾂ

16 織田一の男、丹羽長秀 佐々木　功／著 光文社 913.6 ｻｻｷ

17 ぼくの鳥あげる 佐野　洋子／作 幻戯書房 913.6 ｻﾉﾖ

18 月人壮士 澤田　瞳子／著 中央公論新社 913.6 ｻﾜﾀ

19 酔芙蓉 篠　綾子／著 講談社 913.6 ｼﾉｱ

20 待ち遠しい 柴崎　友香／著 毎日新聞出版 913.6 ｼﾊｻ

21 刑事の慟哭 下村　敦史／著 双葉社 913.6 ｼﾓﾑ

22 魔法を召し上がれ 瀬名　秀明／著 講談社 913.6 ｾﾅﾋ

23 落梅の賦 武川　佑／著 講談社 913.6 ﾀｹｶ

24 めぐり逢いサンドイッチ 谷　瑞恵／著 KADOKAWA 913.6 ﾀﾆﾐ

25 或るエジプト十字架の謎 柄刀　一／著 光文社 913.6 ﾂｶﾄ

26 悪の五輪 月村　了衛／著 講談社 913.6 ﾂｷﾑ

27 愛情漂流 辻　仁成／著 竹書房 913.6 ﾂｼﾋ

28 動乱の刑事 堂場　瞬一／著 講談社 913.6 ﾄｳﾊ

一 般 図 書　小 説

一 般 図 書　実 用 書

2/6



No. 　　　　　　 書名  著者名 出版社名 請求記号
29 水辺のブッダ ドリアン助川／著 小学館 913.6 ﾄﾘｱ

30 119 長岡　弘樹／著 文藝春秋 913.6 ﾅｶｵ

31 夢見る帝国図書館 中島　京子／著 文藝春秋 913.6 ﾅｶｼ

32 笑え、シャイロック 中山　七里／著 KADOKAWA 913.6 ﾅｶﾔ

33 椿宿の辺りに 梨木　香歩／著 朝日新聞出版 913.6 ﾅｼｷ

34 目撃 西村　健／著 講談社 913.6 ﾆｼﾑ

35 育休刑事(デカ) 似鳥　鶏／著 幻冬舎 913.6 ﾆﾀﾄ

36 暁天の星 葉室　麟／著 PHP研究所 913.6 ﾊﾑﾛ

37 殺人犯対殺人鬼 早坂　吝／著 光文社 913.6 ﾊﾔｻ

38 美しき愚かものたちのタブロー 原田　マハ／著 文藝春秋 913.6 ﾊﾗﾀ

39 高校サッカーボーイズU-18 はらだ　みずき／著 KADOKAWA 913.6 ﾊﾗﾀ

40 限界病院 久間　十義／著 新潮社 913.6 ﾋｻﾏ

41 初恋さがし 真梨　幸子／著 新潮社 913.6 ﾏﾘﾕ

42 旅は道づれきりきり舞い 諸田　玲子／著 光文社 913.6 ﾓﾛﾀ

43 つみびと 山田　詠美／著 中央公論新社 913.6 ﾔﾏﾀ

44 君の××を消してあげるよ 悠木　シュン／著 双葉社 913.6 ﾕｳｷ

45 ことば事始め 池内　紀／著 亜紀書房 914.6 ｲｹｳ

46 ざんねんな食べ物事典 東海林　さだお／著 文藝春秋 914.6 ｼｮｳ

47 ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤　旬子／著 文藝春秋 916 ｳﾁｻ

48 マハーバーラタ入門 沖田　瑞穂／著 勉誠出版 929.8 ｵｷﾀ

49 怪物(モンスター)のトリセツ 坂田　薫子／著 音羽書房鶴見書店 930.2 ｻｶﾀ

50 国語教師 ユーディト・W.タシュラー／著 集英社 943.7 ﾀｼｭ

No. 　　　　　　 書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤　孝／著 SBクリエイティブ 019 ｻ

2 妻のトリセツ 黒川　伊保子／編著 講談社 143.5 ｸ

3 西洋人の「無神論」日本人の「無宗教」 中村　圭志／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 160.4 ﾅ

4 ハラスメントの境界線 白河　桃子／著 中央公論新社 366.3 ｼ

5 死体は誰のものか 上田　信／著 筑摩書房 385.6 ｳ

6 ボーっとディズニーランド行ってんじゃねーよ 堀井　憲一郎／著 双葉社 689.5 ﾎ

7 英語の処方箋 ジェームス・M.バーダマン／著 筑摩書房 830 ﾊﾞ

No. 　　　　　　 書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 世界のへんな肉 白石　あづさ／著 新潮社 B 383.8 ｼ

2 水晶庭園の少年たち　[2] 蒼月　海里／著 集英社 B 913.6 ｱｵﾂ 2

3 影の斜塔 麻見　和史／著 KADOKAWA B 913.6 ｱｻﾐ

4 灰の轍 麻見　和史／著 KADOKAWA B 913.6 ｱｻﾐ

5 孤道　完結編 内田　康夫／原案 講談社 B 913.6 ｳﾁﾀ

6 京都下鴨なぞとき写真帖　2 柏井　壽／著 PHP研究所 B 913.6 ｶｼﾜ 2

7 弁当屋さんのおもてなし　[5] 喜多　みどり／著 KADOKAWA B 913.6 ｷﾀﾐ 5

8 隠密同心 闇の密約 3 小杉　健治／著 KADOKAWA B 913.6 ｺｽｷ 3

9 日の昇る国へ (新・古着屋総兵衛 18) 佐伯　泰英／著 新潮社 B 913.6 ｻｴｷ

10 新・浪人若さま新見左近 3 佐々木　裕一／著 双葉社 B 913.6 ｻｻｷ 3

11 寝所の刃光 (身代わり若殿葉月定光 3) 佐々木　裕一／著 KADOKAWA B 913.6 ｻｻｷ

12 准教授・高槻彰良の推察　2 澤村　御影／著 KADOKAWA B 913.6 ｻﾜﾑ 2

13 ゴーストライダー 鈴峯　紅也／著 中央公論新社 B 913.6 ｽｽﾐ

14 黒猫王子の喫茶店　[5] 高橋　由太／著 KADOKAWA B 913.6 ﾀｶﾊ 5

15 新火盗改鬼与力 [3] 鳥羽　亮／著 KADOKAWA B 913.6 ﾄﾊﾘ 3

16 三つの顔 (大江戸閻魔帳 2) 藤井　邦夫／著 講談社 B 913.6 ﾌｼｲ

No. 　　　　　　 書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 ペコロスの母に会いに行く　続 岡野　雄一／著 西日本新聞社 _P 916 ｵｶﾉ 2

一 般 図 書　小 説

一 般 図 書　新 書

ま ん が

一 般 図 書　文 庫 本
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No. 　　　　　　  書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 苦手な化学を克服する魔法の本 大宮　理／著 PHP研究所 _B 430.7 ｵ

2 トロイメライ 村山　早紀／著 立東舎 _B 913.6 ﾑﾗﾔ

No. 　　　　　　　書名  著者名 出版社名 請求記号
1 もうひとつの屋久島から 武田　剛／著 フレーベル館 291.9 ﾀ

2 ドッグトレーナーになりたいきみへ 鈴木　博房／著 岩崎書店 317.7 ｽ

3 どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井　光太／著 日本実業出版社 367.6 ｲ

4 ハチごはん 横塚　眞己人／写真と文 ほるぷ出版 383.8 ﾖ

5 都道府県別にっぽんオニ図鑑 山崎　敬子／ぶん じゃこめてい出版 388.1 ﾔ

6 カタツムリ小笠原へ 千葉　聡／文 福音館書店 484.6 ﾁ

7 日本カエル探検記 関　慎太郎／写真・文 少年写真新聞社 487.8 ｾ

8 プラスチック惑星・地球 藤原　幸一／写真と文 ポプラ社 519.7 ﾌ

9 きほんの木 姉崎　一馬／写真 アリス館 653.2 ｱ

10 小学生でも安心!はじめての金魚&メダカ正しい飼い方・育て方徳永　久志／監修 メイツ出版 666.9 ｼ

11 世界の外あそび学じてん こどもくらぶ／編さん 今人舎 781.9 ｾ

No. 　　　　　　　書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 空飛ぶのらネコ探険隊　[5] 大原　興三郎／作 文溪堂 913.6 ｵｵﾊ 5

2 ぼくとニケ 片川　優子／著 講談社 913.6 ｶﾀｶ

3 ソラタとヒナタ かんの　ゆうこ／さく 講談社 913.6 ｶﾝﾉ

4 火星のカレー 斉藤　洋／作 講談社 913.6 ｻｲﾄ

5 落語少年サダキチ　さん 田中　啓文／作 福音館書店 913.6 ﾀﾅｶ 3

6 かみさまにあいたい 当原　珠樹／作 ポプラ社 913.6 ﾄｳﾊ

7 この川のむこうに君がいる 濱野　京子／作 理論社 913.6 ﾊﾏﾉ

8 職員室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 913.6 ﾑﾗｶ

9 マンザナの風にのせて ロイス・セパバーン／作 文研出版 933.7 ｾﾊﾊ

10 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス／作 岩崎書店 933.7 ﾄﾏｽ

11 子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース／文 さ・え・ら書房 933.7 ﾋﾀｽ

12 ワンダ・ガアグ グリムのゆかいなおはなし グリム／著 のら書店 943.6 ｸﾘﾑ

ヤ ン グ ア ダ ル ト （ 中 高 生 向 き の 本 ）

児 童 書　知 識 の 本

児 童 書　よ み も の

第65回青少年読書感想文全国コンクール 課題図書

７～８月中は以下の条件での貸出になります
　　　・村内在住のかたのみ借りることができます

　　　・貸出期間は１週間です

たくさんの人が読めるよう、ご協力をお願いいたします。
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No. 　　　　　　 書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 みんなまってるよ! 青山　ゆういち／え 少年写真新聞社 _B E ｱｵﾔ

2 いきもの漢字図 えざき　みつる／作 あすなろ書房 _B E ｴｻｷ

3 みんなのおねがい すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 _B E ｵｵｲ

4 なっちゃんのなつ 伊藤　比呂美／文 福音館書店 _B E ｶﾀﾔ

5 だっぴ! 北村　直子／作 こぐま社 _B E ｷﾀﾑ

6 ドーナツのあなのはなし パット・ミラー／文 廣済堂あかつき _B E ｷﾙｼ

7 ながーいはなでなにするの? 齋藤　槇／さく 福音館書店 _B E ｻｲﾄ

8 さんびきのおさる あべ　けんじ／作 福音館書店 E ｱﾍｹ

9 心ってどこにあるのでしょう? こんの　ひとみ／作 金の星社 E ｲﾓﾄ

10 きょうもうれしい えがしら　みちこ／作・絵 理論社 E ｴｶｼ

11 オニのサラリーマン じごくの盆やすみ 富安　陽子／文 福音館書店 E ｵｵｼ

12 そうめんソータロー 岡田　よしたか／作・絵 ポプラ社 E ｵｶﾀ

13 あまがえるのかくれんぼ たての　ひろし／作 世界文化社 E ｶﾜｼ

14 マンマルさん マック・バーネット／文 クレヨンハウス E ｸﾗｯ

15 エジソン トーベン・クールマン／作 ブロンズ新社 E ｸﾙﾏ

16 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ／作 あすなろ書房 E ｼｪﾑ

17 あついあつい 垂石　眞子／さく 福音館書店 E ﾀﾙｲ

18 ワニをつかまえたこざるのおはなし メイ・ダランソン／文 徳間書店 E ﾁｬﾌ

19 いっしょにおつかい メアリー・チャルマーズ／作 岩波書店 E ﾁｬﾙ

20 エミージーンのぼうし メアリー・チャルマーズ／作 岩波書店 E ﾁｬﾙ

21 かべのむこうになにがある? ブリッタ・テッケントラップ／作 BL出版 E ﾃｯｹ

22 いちはちじゅうのもぉくもく 桂　文我／ぶん BL出版 E ﾅｶﾉ

23 そらまめくんこんにちは なかや　みわ／さく 小学館 E ﾅｶﾔ

24 夜のあいだに テリー・ファン／作 ゴブリン書房 E ﾌｧﾝ

25 ほんとにぜったいあけちゃダメッ!!! アンディ・リー／作 永岡書店 E ﾏｯｹ

26 タコやん 富安　陽子／ぶん 福音館書店 E ﾐﾅﾐ

27 おおかみさんいまなんじ? 中川　ひろたか／文 学研プラス E ﾔﾏﾑ

28 はるとあき 斉藤　倫／作 小学館 E ﾖｼﾀ

29 もりのおうちのきいちごジュース ハヤ・シェンハヴ／文 徳間書店 E ﾘｯｸ

30 おままごとであそびましょ やぎた　よしこ／ぶん 童心社 E ﾜｶﾔ

31 かくれんぼでもういいかい やぎた　よしこ／ぶん 童心社 E ﾜｶﾔ

No. 　　　　　　 書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 てあらいぴっかぴか いとう　みき／脚本・絵 童心社 C ｲﾄｳ

2 くまくんのうんどうかい? 武田　美穂／脚本・絵 童心社 C ﾀｹﾀ

今月のお話し会は 20日 です

絵 本

紙芝居
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　　・一日に押せるスタンプ数には上限があります

　＊イベント内容

　　・条件をクリアするとスタンプを１つ押せます

　　・スタンプを一定数集めると、プレゼントが

　　　村内在住・在学の小学生～中学生

　＊参加上の注意事項

　　・参加者本人の利用カードが必要になります

　　　（カードの発行は即日可能です）

　　　もらえます

　＊開催期間　7/19～9/8

　＊参加できるかた

　　　村内在住の未就学児

　　・チャレンジスタンプラリー

　　・ちびっこスタンプラリー

子ども向け　夏の読書イベント

お知らせ
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