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※新聞記事（コピー）をご覧になりたい方は、図書館カウンター案内デスクにお問い合わせください。

[新聞記事] YPCギャラリー　写真掲載　匝瑳市、銚子市 読売新聞 2020年2月29日
[新聞記事] フィッシング　銚子港　セイゴほか 読売新聞 2020年2月29日
[新聞記事] 新型肺炎　2日から休校22市 読売新聞 2020年2月29日
[新聞記事] 千葉県優良建設工事表彰　前年度完成の模範工事90件　 千葉日報 2020年2月29日
[新聞記事] 市議会だより　東金市・匝瑳市・神崎町 千葉日報 2020年2月29日
[新聞記事] 備蓄米取り扱い　JA山武郡市　収入安定へ今年も 日本農業新聞 2020年2月28日
[新聞記事] 議会　匝瑳市175憶円・大網白里市146億円・東金市189億円市 読売新聞 2020年2月28日
[新聞記事] イベント中止相次ぐ「天空の梅まつり」28日から中止他 毎日新聞 2020年2月28日
[新聞記事] 旭市　子育て支援策拡充へ　幼児保育給食費など新年度予算案 朝日新聞 2020年2月28日
[新聞記事] 犬吠駅にテレワーク空間　銚子電鉄と新興企業が提携 朝日新聞 2020年2月28日
[新聞記事] 総竿の釣遊記　飯岡沖コマセハナダイ釣り　食い活発他 千葉日報 2020年2月28日
[新聞記事] 県内公立高校後期選抜等志願者各定数一覧 千葉日報 2020年2月28日
[新聞記事] 市議会だより　旭市・銚子市・東庄町 千葉日報 2020年2月28日
[新聞記事] 3.11集い中止に　旭、新型肺炎で 千葉日報 2020年2月28日
[新聞記事] 伝承7神楽披露　香取市無形民俗文化財　30年ぶり復活の余興芸も 千葉日報 2020年2月28日
[新聞記事] 3.11の集い中止に 旭、新型肺炎で 千葉日報 2020年2月28日他1紙]
[新聞記事] アイルランド料理に舌鼓　東金で教室　 千葉日報 2020年2月28日
[新聞記事] アイルランド料理に舌鼓 羊肉シチュー、コーヒー・メレンゲ･･･ 東金で教室 千葉日報 2020年2月28日
[新聞記事] 生放送でＰＲ 北総のおいしい野菜 千葉テレビ「熱血ＢＯ－ＳＯ ＴＶ」のコーナーに出演 ＪＡかとり職員 日本農業新聞 2020年2月27日
[新聞記事] 震災追悼 中止に 各地で「自粛」加速 合同就職説明会も 新型肺炎 読売新聞 2020年2月27日
[新聞記事] 旭の保安林 植樹に40人 読売新聞 2020年2月27日
[新聞記事] 仮装通貨情報記述疑い 銚子の男逮捕 闇サイト掲示板に 千葉日報 2020年2月27日
[新聞記事] 銚子の一部で相続税減額 台風19号被災状況反映 国税庁 千葉日報 2020年2月27日
[新聞記事] 【ＮＩＥ報告】話題記事で活発な意見 香取市小見川中学校 千葉日報 2020年2月27日
[新聞記事] 【’20市町村予算案】匝瑳市 過去最大175億円 ごみ施設整備へ13.2％増 千葉日報 2020年2月27日
[新聞記事] 第64回こども県展 特選 作品紹介 千葉日報 2020年2月26日
[新聞記事] 2020年度県内公立高校後期選抜等志願者数 千葉日報 2020年2月26日
[新聞記事] 先輩漁業者が講話 銚子商高生に工夫語る 千葉日報 2020年2月26日
[新聞記事] 【成田空港機能強化】現地調査へパンフレット 計画の概要解説 成田・多古・芝山で回覧開始 千葉日報 2020年2月26日
[新聞記事] 【市議会だより】香取市・銚子市 千葉日報 2020年2月26日
[新聞記事] 【第48回写真 千葉県展】奨励賞 宮内さん（銚子市） 千葉日報 2020年2月26日
[新聞記事] 予測できない貴重な現象 九十九里浜の蜃気楼 千葉日報 2020年2月26日
[新聞記事] 第64回こども県展 特選 作品紹介 「坂田池公園の朝」横芝中2年 来栖さん 千葉日報 2020年2月26日
[新聞記事] 【’20市町村 予算案】横芝光町3.4％増104億円 町長選控え骨格編成に 千葉日報 2020年2月26日
[新聞記事] 県内の農泊 先進例紹介 日本農業新聞 2020年2月25日
[新聞記事] おばあちゃんのピザが熱い 資金出し合い開業 具は地場産ハマグリ・ネギ 山武・蓮沼 平均75歳6人で「ＢａＢａピザ」 朝日新聞 2020年2月25日
[新聞記事] 第64回こども県展 特選 作品紹介 千葉日報 2020年2月24日
[新聞記事] 諦めずに追いかけて ＯＢのギタリストら夢授業 佐原高 千葉日報 2020年2月24日
[新聞記事] 【’20 市町村予算案】香取市2.2％増321億円 台風で災害救助費膨らむ 千葉日報 2020年2月24日
[新聞記事] 動物企画 難しさ浮き彫り 銚電「ぬくねこ電車」中止 実は“猫の負担”対策も 主催者 千葉日報 2020年2月24日
[新聞記事] 「もっと海外に目を向けて」 ＪＩＣＡ副理事長が横芝光町役場を訪問 東京新聞 2020年2月24日
[新聞記事] 【病院の実力 千葉編】緩和ケア　社会復帰や療養の相談も 読売新聞 2020年2月23日
[新聞記事] 【'20市町村予算案一般会計】旭市26.1％増379億円　事業費かさみ最大更新 千葉日報 2020年2月23日
[新聞記事] 坂田城跡包む梅　横芝光 読売新聞 2020年2月23日
[新聞記事] 旭市予算案 最大379億円 読売新聞 2020年2月22日
[新聞記事] 【イチオシ！ちばめし】地元産で「おふくろの味」 キッチンＴＡＫＯの「あじさい御膳」 読売新聞 2020年2月22日
[新聞記事] 【Ｓａｔｕｒｄａｙちば】フィッシング 読売新聞 2020年2月22日
[新聞記事] 転覆船、鋸南の作栄丸 乗員3人いまだ不明 犬吠埼沖 千葉日報 2020年2月22日
[新聞記事] 新型肺炎拡大で 各地の催し中止 千葉日報 2020年2月22日
[新聞記事] 【市議会だより】大網白里市・補正予算案など提出 千葉日報 2020年2月22日
[新聞記事] 【’20 市町村予算案】大網白里市1.6％減146憶円 子育て支援施設整備終了で 千葉日報 2020年2月22日
[新聞記事] ネギ6品種入賞 千葉県野菜品種審査会 日本農業新聞 2020年2月22日
[新聞記事] きょうから「梅まつり」 横芝光・坂田城跡 毎日新聞 2020年2月22日
[新聞記事] 第64回こども県展 特選 作品紹介 千葉日報 2020年2月22日
[新聞記事] 銚子市 4.4億円歳入不足 特別会計間貸借で充当 新年度予算案 朝日新聞 2020年2月21日
[新聞記事] 不明漁船か 銚子沖に転覆船 昨年 鋸南から3人乗り出港 朝日新聞 2020年2月21日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】肉厚・大型、今がチャンス 外川のヒラメ釣り 千葉日報 2020年2月21日
[新聞記事] 那珂湊・鹿島 大型ヤリイカ続々 犬吠埼 アカムツ好調 千葉日報 2020年2月21日
[新聞記事] 聴覚障害者支援して 高校生に特別授業 千葉科学大 香取 千葉日報 2020年2月21日
[新聞記事] 山武市0.6％増231憶円 松尾駅排水対策など要因 2020年度当初予算案 千葉日報 2020年2月21日
[新聞記事] 後期募集1万1351人 県内公立高 入試全日制 千葉日報 2020年2月21日
[新聞記事] ベリーズ児童と合作アート 豊かな海保護へ交流 ホストタウン 横芝光・上堺小 千葉日報 2020年2月21日
[新聞記事] 坂田城跡 梅林が見頃 あす花見イベント開幕 横芝光 千葉日報 2020年2月21日
[新聞記事] 香取市は321億円 2020年度当初予算案 読売新聞 2020年2月20日
[新聞記事] 転覆、鋸南の不明漁船か 犬吠埼沖千キロ海上で確認 千葉日報 2020年2月20日
[新聞記事] 旭で住宅全焼 千葉日報 2020年2月20日
[新聞記事] 下着盗んだ疑い 香取署 千葉日報 2020年2月20日
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[新聞記事] 待合室に動物壁画出現　さんむ医療センター 千葉日報 2020年2月28日
[新聞記事] 2020年度県内公立高校「前期選抜等」および「特別入学者選抜」入学許可候補者内定数 千葉日報 2020年2月20日
[新聞記事] 【イベント紹介】旭・多古・東金 千葉日報 2020年2月20日
[新聞記事] 【市議会だより】山武市・文化財調査補助へ 千葉日報 2020年2月20日他1紙]
[新聞記事] 【’20市町村予算案】銚子市15.6％増276憶円 ごみ処理広域化施設 要因 企業会計間でやり繰り 収支不足 千葉日報 2020年2月20日他1紙]
[新聞記事] 山武市は231億円 2020年度当初予算案 読売新聞 2020年2月19日
[新聞記事] ＡＥＤで男性の命救う 会社員らに感謝状 銚子 読売新聞 2020年2月19日
[新聞記事] ワクチン接種 県内でも開始 豚熱 毎日新聞 2020年2月19日
[新聞記事] 銚子、無免許疑い出頭応じず 千葉日報 2020年2月19日
[新聞記事] 九十九里転落2人死亡は習志野の男性ら 千葉日報 2020年2月19日他1紙]
[新聞記事] 2019年度県議会児童・生徒表彰（敬称略） 千葉日報 2020年2月19日
[新聞記事] 多発する詐欺防げ 香取署が防犯対策会議 千葉日報 2020年2月19日
[新聞記事] 高校の部最優秀に町田さん 中学の部は白石さん 伊藤佐千夫記念短歌大会 山武 千葉日報 2020年2月19日
[新聞記事] 【台風 被災地はいま】多古米ワッフル誕生 プレートは倒木活用 災害に負けない町発信 道の駅あじさい館 千葉日報 2020年2月19日
[新聞記事] 新型肺炎 影響各地に 波乗りマラソン中止に 感染拡大で苦渋の決断 東金・九十九里 千葉日報 2020年2月19日他2紙]
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 旭署 千葉日報 2020年2月18日
[新聞記事] 車転落、男女2人死亡 九十九里作田川 千葉日報 2020年2月18日
[新聞記事] 第64回こども県展 特選 作品紹介 千葉日報 2020年2月18日
[新聞記事] 「保育所再編再考を」 銚子市議会に署名5800筆 千葉日報 2020年2月18日
[新聞記事] 災害時 ドローン活用 銚子の企業と協定 東庄町 千葉日報 2020年2月18日
[新聞記事] からくり装置で町おこし 「さわらぼスイッチ」制作 中高生 千葉日報 2020年2月18日
[新聞記事] 出羽海部屋の力士 ちゃんこ振る舞う 香取、道の駅くりもと 千葉日報 2020年2月18日
[新聞記事] 新型肺炎 電話相談窓口一覧 千葉日報 2020年2月18日
[新聞記事] ぽかぽか陽気 梅一気に開花 横芝光 坂田城跡梅林 朝日新聞 2020年2月18日
[新聞記事] 患者の心にアートの癒やし 市出身の画家「テーマはパワー」 さんむ医療センターで壁画制作中 20日にお披露目 朝日新聞 2020年2月17日
[新聞記事] 【ひとちば】匝瑳市拠点に頂点目指す　プロゴルファー宮内孝輔さん 毎日新聞 2020年2月16日
[新聞記事] 復興の歩み時系列で　旭市防災資料館　新装オープン 千葉日報 2020年2月16日
[新聞記事] 災害時ドローン活用 東庄町が企業と協定 読売新聞 2020年2月15日
[新聞記事] サッカー観衆 バスで輸送 車いす利用者 佐原駅拠点に 事前予約のタクシー 東京五輪・カシマスタジアム 毎日新聞 2020年2月15日
[新聞記事] 行員らグッズ配布 振り込みチョコっと待って！ 銚子署一日警官 千葉日報 2020年2月15日
[新聞記事] 銚子電鉄への補助金増額 銚子市が国減額分負担へ 読売新聞 2020年2月14日
[新聞記事] 双子次男も頭にけが 県警 傷害容疑で父送検 千葉日報 2020年2月14日他1紙]
[新聞記事] 大洗－片貝沖 ハナダイ快釣 那珂湊沖 タチウオ大型主体 千葉日報 2020年2月14日
[新聞記事] 第64回こども県展 特選 作品紹介 千葉日報 2020年2月14日
[新聞記事] ちばエコ米講習 気象変動対応を ＪＡかとり栽培グループ 日本農業新聞 2020年2月13日
[新聞記事] 乳児に暴行、父逮捕 妻の実家で傷害容疑 銚子署 千葉日報 2020年2月13日
[新聞記事] 【イベント紹介】香取・大網白里・芝山 千葉日報 2020年2月13日
[新聞記事] 国の補助減額分負担へ 銚子電鉄支援会議で市 千葉日報 2020年2月13日他2紙]
[新聞記事] 恋文投かん→恋愛成就？ ピンクの円柱型ポスト登場 東金の豊成郵便局 千葉日報 2020年2月13日
[新聞記事] 九十九里ホーム求人説明会 15日午後1～5時、町民会館Ｃ会議室 千葉日報 2020年2月13日
[新聞記事] 多古で住宅火災、死亡 読売新聞 2020年2月12日
[新聞記事] 小見川13年ぶり優勝 女子は府馬山田ＭＢＣ 香取ミニバスケ 千葉日報 2020年2月12日
[新聞記事] 音楽隊演奏や下座踊り披露 香取、子育て支援舞台 千葉日報 2020年2月12日
[新聞記事] 明大生「選挙」を講義 18歳控え政治身近に 大網高 千葉日報 2020年2月12日
[新聞記事] ジャガイモ料理 小学生と挑戦　千葉県立旭農高生 日本農業新聞 2020年2月11日
[新聞記事] 店主の知識や技 買い物客に伝授　東金で「まちゼミ」 読売新聞 2020年2月11日
[新聞記事] 銚子の飲食店 自主的に休業　中国人経営者 朝日新聞 2020年2月11日
[新聞記事] 旭で衝突、車捨て逃走疑い 千葉日報 2020年2月11日
[新聞記事] 東金で酒気帯び運転疑い 千葉日報 2020年2月11日
[新聞記事] 銚子の中学校でノロ 千葉日報 2020年2月11日他1紙]
[新聞記事] 香取でも1棟焼ける 千葉日報 2020年2月11日
[新聞記事] 多古で住宅火災 住人か女性死亡 千葉日報 2020年2月11日他1紙]
[新聞記事] 香取郡市租税教育推進協　税金のこと知って　高校生が確定申告PR 千葉日報 2020年2月11日
[新聞記事] 九十九里に外国人誘致を 千葉日報 2020年2月11日
[新聞記事] 17年横芝光3人死傷爆発　元所長と会社不起訴　地検 千葉日報 2020年2月11日他1紙]
[新聞記事] 春ダイコン規格厳守 4月下旬まで190万ケース 千葉・銚子野菜連合会 日本農業新聞 2020年2月9日
[新聞記事] 軽乗用車でバスにあおり運転し暴行 東金署、容疑で男を逮捕 千葉日報 2020年2月9日
[新聞記事] 心肺停止の男性救う 観光客の2人に感謝状 銚子消防 千葉日報 2020年2月9日
[新聞記事] 空港圏の交通考える シンポに150人、課題共有 横芝光 千葉日報 2020年2月9日
[新聞記事] フィッシング　銚子港　セイゴ・イシモチ他 読売新聞 2020年2月8日
[新聞記事] えきものがたり　芝山千代田駅　飛行機の離着陸間近に 読売新聞 2020年2月8日
[新聞記事] ミツバチ早くも羽化　東庄　蜜あるウメ　暖冬ですでに満開 朝日新聞 2020年2月8日
[新聞記事] 県警察学校で卒業式　東金195人第一線に 千葉日報 2020年2月8日
[新聞記事] 匝瑳市議会百条案　阿井県議長が証言 千葉日報 2020年2月8日
[新聞記事] 「共生、平和」祈り採火 全自治体、独自の工夫 パラ聖火 読売新聞 2020年2月7日
[新聞記事] 県内の地層 魅力知って 県教委が「10選」公表 チバニアン決定受け 毎日新聞 2020年2月7日
[新聞記事] 飯岡沖・アカムツ好気配 鹿島沖・ヤリイカ乗り順調 千葉日報 2020年2月7日
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[新聞記事] ちょーぴーと遊ぼう！ 銚子芸術村で初の劇場 9日 千葉日報 2020年2月7日
[新聞記事] 「厳選鯖寿し」を新名物に 銚子うめぇもん研究会開発 千葉日報 2020年2月7日
[新聞記事] 外国人が“手前みそ”作り 神崎で発酵文化体験 県主催初ツアー 千葉日報 2020年2月7日
[新聞記事] 成田空港周辺の公共交通考える 横芝光でシンポ 読売新聞 2020年2月7日
[新聞記事] 救助活動 スムーズに 消防隊員が学ぶ 農作業事故と農機の構造 ＪＡ山武郡市が初めての講習会 日本農業新聞 2020年2月6日
[新聞記事] サツマイモの線虫害対策を ＪＡかとり香取西部園芸部部会栽培講習 日本農業新聞 2020年2月6日
[新聞記事] 銚子商高生考案パンを味わって ローソンで販売 毎日新聞 2020年2月6日
[新聞記事] 【ちばの底力】依頼者の人柄生かす サブスタンスデザイン 毎日新聞 2020年2月6日
[新聞記事] 【イベント紹介】香取・東金・芝山 千葉日報 2020年2月6日
[新聞記事] 全日制1.68倍 県公立高前期志願 千葉日報 2020年2月6日
[新聞記事] マルシェで焼き芋人気 レストランにも販売 サツマイモ 香港に輸出 香取市農産物販売促進協 日本農業新聞 2020年2月5日
[新聞記事] 聖火リレーの道 駆ける しおさいマラソン 読売新聞 2020年2月5日
[新聞記事] 児童 地元食材で料理考案 手作りパンフにレシピ 旭・中央小 読売新聞 2020年2月5日
[新聞記事] 女子生徒に暴行 疑い教員再逮捕 読売新聞 2020年2月5日
[新聞記事] 犬吠駅に共用仕事場 12日から予約受け付け 毎日新聞 2020年2月5日
[新聞記事] 28年ぶり無投票 新議員12人決まる 芝山町議選 千葉日報 2020年2月5日他2紙]
[新聞記事] 「夢諦めず挑戦し続けて」 元なでしこ木原梢さん講演 東金鴇嶺小 千葉日報 2020年2月5日
[新聞記事] 1月度入選作決まる 小中高校書道作品紙上展 毎日新聞 2020年2月4日
[新聞記事] 多古米100％のワッフル 道の駅「キッチンＴＡＫＯ」 倒木でプレートも 台風15号被害 毎日新聞 2020年2月4日
[新聞記事] 騒音防止 地区拡大を決定 成田空港めぐり県都計審 朝日新聞 2020年2月4日他2紙]
[新聞記事] 旭農高教員を再逮捕 車内で教え子触った疑い 千葉日報 2020年2月4日他2紙]
[新聞記事] 総合計画に斬新アイデア 東金市、高校生と意見交換 千葉日報 2020年2月4日
[新聞記事] 津波被災の旭 2984人駆ける 飯岡しおさいマラソン 朝日新聞 2020年2月3日他1紙]
[新聞記事] 12人出馬、無投票か 芝山町議選あす告示 千葉日報 2020年2月3日
[新聞記事] 香取の発展誓い合う 佐原ＪＣ新年祝賀会 千葉日報 2020年2月3日
[新聞記事] しおさいマラソン　旭できょう号砲 毎日新聞 2020年2月2日
[新聞記事] 津波の危険性 立体地図で研究　県立銚子高・銚子商の生徒ら学会で発表 朝日新聞 2020年2月2日
[新聞記事] 業務協力で感謝状　匝瑳署、27個人・団体に 千葉日報 2020年2月2日
[新聞記事] 旭署　外国人の不法就労防げ　関係団体と連携へ初会合 千葉日報 2020年2月2日
[新聞記事] 匝瑳高生「起業」学ぶ　商工会で講座、事業考案も 千葉日報 2020年2月2日
[新聞記事] 【成田空港 機能強化】騒音対策、地域振興を 3本目滑走路許可で 周辺9市町 千葉日報 2020年2月1日他3紙]


