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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] 重機運転、20代男性死亡 匝瑳 千葉日報 2020年8月31日他1紙
[新聞記事] 【成田空港機能強化】調査開始直後に一時中断 7月再開、反対派抗議で 千葉日報 2020年8月31日
[新聞記事] 地域中核病院 大ピンチ 赤字にコロナ追い打ち 東金・東千葉メディカルセンター 千葉日報 2020年8月31日
[新聞記事] 県内感染3000人超え 1人死亡、新たに39人 千葉日報 2020年8月31日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 香取署 千葉日報 2020年8月30日
[新聞記事] 県内猛暑続く 茂原で36.6度 千葉日報 2020年8月30日
[新聞記事] 高速バスから出火 旭で運行中 けが人なし 千葉日報 2020年8月30日他3紙
[新聞記事] 33人判明、60代男性重症 親族の会食・葬儀関連も拡大 県内コロナ 千葉日報 2020年8月30日
[新聞記事] 水稲作柄「やや不良」　8月15日現在　日照不足、低温で 日本農業新聞 2020年8月29日
[新聞記事] 【イチオシ！ちばめし】C's marinaの「オリジナルランチプレート」(銚子市) 読売新聞 2020年8月29日
[新聞記事] 感染拡大で経営難に　東千葉メディカルセンター 毎日新聞 2020年8月29日
[新聞記事] 県内コロナ　高校生含む39人、1人重症　匝瑳・親族会食は9人目 千葉日報 2020年8月29日
[新聞記事] 黒潮よさこい中止　銚子 千葉日報 2020年8月29日
[新聞記事] 新庁舎の工期延長 開庁時期変更なし　旭市 千葉日報 2020年8月29日
[新聞記事] 震災10年慰霊碑設置へ　旭市　大津波で甚大被害 千葉日報 2020年8月29日
[新聞記事] 3割お得商品券 消費回復へ販売 香取市 読売新聞 2020年8月28日
[新聞記事] コロナ感染防止 避難所開設研修 東金市 読売新聞 2020年8月28日
[新聞記事] 発電施設から銅線35メートル盗む 香取2容疑者逮捕 毎日新聞 2020年8月28日
[新聞記事] 鹿島 フグ良型主体 飯岡 シロギス束釣り 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] 職員2人を懲戒処分 診断書未提出と交通事故 大網白里 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] 「粒すけ」今秋デビュー 生産しやすく収量多い 県開発の新品種米 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] 【わが街この人】おいしい野菜作りたい 大網高3年、農業法人でインターン 前田さん 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] 爽やかコーヒー発泡酒 バリスタと醸造士が新商品 銚子ビール醸造所 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] 感染防止徹底を市長が呼び掛け 銚子市 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] 国道沿いにヒマワリ 交通安全「絆」運動 匝瑳署 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] ごみ手数料値下げへ 東総3市 広域処理で統一 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] 苦境も「電車止めるな！」 銚電映画きょう公開 千葉日報 2020年8月28日他1紙
[新聞記事] 匝瑳で建物火災 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] 45人感染・家族親族顕著 匝瑳、会食で8人に 県内コロナ 千葉日報 2020年8月28日
[新聞記事] JAちばみどり　声を運営に反映　12会場で上期組合員座談会 日本農業新聞 2020年8月27日
[新聞記事] JAちばみどり　20年産米を初検査　全量が1等 日本農業新聞 2020年8月27日
[新聞記事] ビーガン定食でおもてなし　道の駅多古　外国人観光客にPR 千葉日報 2020年8月27日
[新聞記事] 太陽光発電の銅線盗む 容疑の2人逮捕 千葉日報 2020年8月27日
[新聞記事] 銚子半島駅伝が中止　匝瑳では祭りやコンサート 千葉日報 2020年8月27日他1紙
[新聞記事] コロナ下も明るい話題を　空港周辺の魅力発信　多古町「ふっくらたまこ」 千葉日報 2020年8月27日
[新聞記事] 英語アナウンスに挑戦　児童、空港スタッフから学ぶ　芝山・航空博で初のイベント 千葉日報 2020年8月27日
[新聞記事] 横芝光　光B＆G改修で休館 千葉日報 2020年8月27日
[新聞記事] 「田んぼの学校」有終の美 若手職員が稲刈り実習 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2020年8月26日
[新聞記事] 銚子の落花生 出荷始まる 読売新聞 2020年8月26日
[新聞記事] 佐原町並み巡りはオンラインで ライブ配信 “お土産”郵送 千葉日報 2020年8月26日
[新聞記事] 【市議会だより】香取市・補正など20議案提出 千葉日報 2020年8月26日
[新聞記事] 空手道場が“恩返し” 50年来の常連 合宿中止も日帰り利用、寄付 ホテル「浪川荘」 コロナで苦境 山武 千葉日報 2020年8月26日
[新聞記事] 従業員の自主性尊重 休暇拡充 働きやすく／事業継承へ準備着々 下山農場 養豚 旭市 日本農業新聞 2020年8月25日
[新聞記事] 絶景を眺めて カヤック人気 安全監視業務会社が考案 銚子マリーナでツアー 読売新聞 2020年8月25日
[新聞記事] 空港反対看板 撤去を命じる 地裁判決 朝日新聞 2020年8月25日
[新聞記事] 空の仕事 英会話で体験 JALスタッフ開催 児童参加 朝日新聞 2020年8月25日他1紙
[新聞記事] パラスポーツ オンラインで ボッチャ大会150人熱戦 東金特支学校企画 千葉日報 2020年8月25日
[新聞記事] 県内から小芝（学芸）ら3人 プロ志望練習会に118人 千葉日報 2020年8月25日
[新聞記事] 【秋季 県高校野球】24日・地区予選 試合結果 千葉日報 2020年8月25日
[新聞記事] 停電の迅速復旧へ 香取市、東電と協定 千葉日報 2020年8月25日
[新聞記事] 段ボールで間仕切り 東金市 千葉日報 2020年8月24日
[新聞記事] 海遊びのイロハ学ぶ ライフセービング教室 山武 千葉日報 2020年8月24日
[新聞記事] 小学生含む36人感染 半数経路不明、2人肺炎 千葉日報 2020年8月24日
[新聞記事] 待機児童3年連続減 833人、最多は船橋197人 県内4月 千葉日報 2020年8月24日
[新聞記事] 【病院の実力 千葉編147】大腸がん 「ロボット手術」選択肢に 読売新聞 2020年8月23日
[新聞記事] 銚電沿線の魅力満載 “超C級”映画完成 都内で試写会 今月末から一般公開 千葉日報 2020年8月23日
[新聞記事] 外来甲虫 東金で発見 生息域 外房に拡大か 土壌への影響懸念 リュウキュウツヤハナムグリ 千葉日報 2020年8月23日
[新聞記事] 【Saturdayちば】フィッシング・YPCギャラリー 読売新聞 2020年8月22日
[新聞記事] キャバクラ豪遊　16万5千円無銭飲食　旭署、容疑の男逮捕 千葉日報 2020年8月22日
[新聞記事] 苦境の成田空港支援を　周辺9市町長ら国に要望 千葉日報 2020年8月22日他2紙
[新聞記事] 住宅、交流・商業・介護施設　旭の新拠点22年開業へ 千葉日報 2020年8月22日
[新聞記事] 東金文化会館　コロナ下でもライブ 千葉日報 2020年8月22日
[新聞記事] 54人感染60代1人重症　卒業生と試合の高校生も　死者1人 千葉日報 2020年8月22日他3紙
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[新聞記事] 米を初検査　千葉･JAかとり 日本農業新聞 2020年8月21日
[新聞記事] お年寄りに防災用品　感染防止在宅非難へ備え　東金市6500世帯に配布 読売新聞 2020年8月21日
[新聞記事] 【Fridayちば】イベント 飛行機が飛ぶ原理で風車を回せ！ 読売新聞 2020年8月21日
[新聞記事] 「東総毎日駅伝」協会が中止決定　匝瑳 毎日新聞 2020年8月21日
[新聞記事] 銚子市 地域おこし協力隊員3人を募集　1人は銚電再生を担当 朝日新聞 2020年8月21日
[新聞記事] 【総竿の釣遊記】飯岡のテンヤマダイ釣り　タモ網係に専念・釣果0 千葉日報 2020年8月21日
[新聞記事] 外川・飯岡　ヒラメ絶好釣 千葉日報 2020年8月21日
[新聞記事] 【ちばJAだより】地元特産の大和芋学ぶ　多古の小学生、生産者から 千葉日報 2020年8月21日
[新聞記事] 仁井宿地区をモデル指定　香取署　防犯へ地域と連携 千葉日報 2020年8月21日
[新聞記事] 64人感染 クラスター2件　八千代の病院、銚子加工場も 千葉日報 2020年8月21日
[新聞記事] サツマイモ出荷始まる ＪＡかとり管内 日本農業新聞 2020年8月20日
[新聞記事] サンマ漁へ3隻が出港 銚子 読売新聞 2020年8月20日
[新聞記事] コロナ禍支援で給付金や商品券 多古町 千葉日報 2020年8月20日
[新聞記事] 東総毎日駅伝が中止 コロナ影響、74回目で初 千葉日報 2020年8月20日
[新聞記事] 中学球児が勇姿 最後の夏に感謝 8校33選手 香取郡市で父母会 交流試合企画 千葉日報 2020年8月20日
[新聞記事] 全日制3万1080人 県内公立高募集減少 千葉日報 2020年8月20日
[新聞記事] 46人感染 重症・肺炎も 富津と神崎では初の確認 千葉日報 2020年8月20日
[新聞記事] ハウス被害防げ 台風備え補強促す 千葉県 日本農業新聞 2020年8月19日
[新聞記事] サンマ漁船が北海道へ出港 銚子 毎日新聞 2020年8月19日
[新聞記事] 【戦後75年千葉 記憶を令和に】孤児の姿に不戦誓う 17歳で終戦 峠さん（山武市） 千葉日報 2020年8月19日
[新聞記事] 福島・小野町と災害協定 芝山町 千葉日報 2020年8月19日
[新聞記事] ビーガン定食いかが 訪日客へおもてなし 道の駅多古 千葉日報 2020年8月19日
[新聞記事] 38人感染 半数経路不明 家族内拡大も相次ぐ 県内コロナ 千葉日報 2020年8月19日
[新聞記事] ゆで落花生 早くも出荷 「土産に最適」 銚子で目揃え会 千葉日報 2020年8月18日
[新聞記事] 80代女性2人死亡 患者対応の看護師ら感染 千葉日報 2020年8月18日
[新聞記事] サンマ求め北の海へ 不漁予想、危機感募る 銚子漁港 千葉日報 2020年8月18日他1紙
[新聞記事] もみ殻でエコ食器販売へ マムンさん 多古町の「農」社長 毎日新聞 2020年8月16日
[新聞記事] 匝瑳市民病院で薬剤紛失 千葉日報 2020年8月15日他1紙
[新聞記事] 10～70代 多古町の将来像議論　次期総合計画策定向け 千葉日報 2020年8月15日
[新聞記事] 東金市　防災セットお届け　台風の季節控え高齢者に 千葉日報 2020年8月15日
[新聞記事] 【地方発ワイド】「弾薬箱後世に」銚子の山田さん　睦沢資料館に寄贈 千葉日報 2020年8月15日
[新聞記事] 読者のコーナー　短いが幸せな団らん　旭市神原重見さん 千葉日報 2020年8月14日
[新聞記事] 釣り 犬吠埼　ホウボウ順調　 千葉日報 2020年8月14日
[新聞記事] 総竿の釣遊記　飯岡の夏ヒラメ釣り 千葉日報 2020年8月14日
[新聞記事] 2020高校野球　地区トーナメントプレーバック　ﾍﾞｽﾄ16写真 千葉日報 2020年8月14日
[新聞記事] 北海道から九州へ旅気分　16日までみのりの郷東金道の駅で物産展 千葉日報 2020年8月14日
[新聞記事] 平和誓い慰霊碑に献花　機銃掃射で爆発42人犠牲JR成東駅 千葉日報 2020年8月14日他3紙
[新聞記事] コカ・コーラ 218万円寄付 観光地描くボトルの売り上げ 県へ 読売新聞 2020年8月13日
[新聞記事] 【戦後75年】銚子空襲 軍都化が招いた オスプレイ 諦めれば昔と同じ 朝日新聞 2020年8月13日
[新聞記事] 東総3市、修学旅行を中止 千葉日報 2020年8月13日
[新聞記事] サーファー親子を救助 米沢さんに感謝状贈る 東金署 千葉日報 2020年8月13日
[新聞記事] かもめーるで詐欺防げ 高齢者世帯に 3000部 千葉日報 2020年8月13日
[新聞記事] 強盗未遂容疑で男逮捕 3日連続で犯行か 県警 千葉日報 2020年8月13日他2紙
[新聞記事] 水稲「粒すけ」本格栽培 倒れにくく大粒 千葉・ＪＡ山武郡市管内 日本農業新聞 2020年8月12日
[新聞記事] 起点のＪＲ銚子駅前 モニュメント除幕式 太平洋岸自転車道 毎日新聞 2020年8月12日
[新聞記事] 夏の夜に屋外映画 多古の駐車場でイベント 千葉日報 2020年8月12日
[新聞記事] 銚電ピンチ！助けて 地域おこし協力隊募集 銚子市 千葉日報 2020年8月12日
[新聞記事] 介護士ら19人感染 経路不明13人、50代男性死亡 県内コロナ 千葉日報 2020年8月12日
[新聞記事] 横芝光で37.1度 7地点 今季最高 熱中症相次ぐ、初の死亡者も 猛烈暑さ 千葉日報 2020年8月12日
[新聞記事] 【2020千葉 高校野球】ダブル宮内好投 銚子商 千葉日報 2020年8月11日
[新聞記事] 【2020千葉 高校野球】第9日 試合結果 千葉日報 2020年8月11日
[新聞記事] 連日猛烈な暑さ 今年最高 鴨川36.8度 千葉日報 2020年8月11日
[新聞記事] ヒマワリで銚子に彩り 「フラワープロジェクト」寄贈式 千葉日報 2020年8月11日
[新聞記事] 飼料用米多収で表彰 安藤さん関東農政局長賞 匝瑳 千葉日報 2020年8月11日
[新聞記事] JAL格納庫 ライブ中継　芝山で見学会 読売新聞 2020年8月10日
[新聞記事] 【エール】つらい経験 人生の糧に 読売新聞 2020年8月10日
[新聞記事] 12ヵ所でおはやし　銚子神輿連合会　疫病収束願い 毎日新聞 2020年8月10日
[新聞記事] 【物に残された記憶 千葉戦後75年】旧香取航空基地の掩体壕 毎日新聞 2020年8月10日
[新聞記事] 2020千葉 高校野球 千葉日報 2020年8月10日他2紙
[新聞記事] きょう8月10日は道の日　にぎわい生み出す道づくり 千葉日報 2020年8月10日
[新聞記事] 「♯素通りしないで東庄」写真コンで魅力発信 千葉日報 2020年8月10日
[新聞記事] 今年県内最高 横芝光35.8度 千葉日報 2020年8月10日
[新聞記事] 駅蛍光灯にスプレー、容疑で男逮捕 千葉日報 2020年8月9日
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[新聞記事] JR総武本線で枕木から煙、一時運転見合わせ 千葉日報 2020年8月9日
[新聞記事] Ｇ－ＧＡＰ取得再び 学生主体さらに ブルーベリーで千葉県立農大校 日本農業新聞 2020年8月8日
[新聞記事] 帰省自粛親族へ 荷物配送料負担 あすまで多古町 毎日新聞 2020年8月8日
[新聞記事] 成東投手攻略も 終盤に力尽きる 市銚子 朝日新聞 2020年8月8日
[新聞記事] 強盗致死で2人起訴 地検、3人は窃盗未遂適用 山武 男性遺体 千葉日報 2020年8月8日他1紙
[新聞記事] 7連続含む10Ｋ 東金 川戸 千葉日報 2020年8月8日
[新聞記事] 主将 バットでけん引 銚子商 加瀬 千葉日報 2020年8月8日
[新聞記事] サヨナラ呼ぶ代打二塁打 休校中の努力実る 成東・荒木 千葉日報 2020年8月8日
[新聞記事] 【2020千葉 高校野球】第6日 試合結果 千葉日報 2020年8月8日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数（7日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年8月8日
[新聞記事] 熱中症 最多37人搬送 県内各地で今年最高気温 千葉日報 2020年8月8日
[新聞記事] 飯岡・片貝 ヒラメ食い活発 犬吠埼 ホウボウ好調 千葉日報 2020年8月7日
[新聞記事] オンラインで整備工場見学 あす芝山・航空博 千葉日報 2020年8月7日
[新聞記事] 平和祈り折り鶴2000羽 匝瑳市に贈る ＪＡちばみどり女性部そうさ支部八日市場地区支部 日本農業新聞 2020年8月6日
[新聞記事] 米粉パン作り 親子で楽しむ ＪＡちばみどり教室 日本農業新聞 2020年8月6日
[新聞記事] 水稲カメムシをＧＰＳ搭載ドローンで防除 適期に薬剤散布 農家の声に応え試験 ＪＡかとり 日本農業新聞 2020年8月6日
[新聞記事] スマート農機実演 アシスト田植え機など 千葉県立農業大学校 日本農業新聞 2020年8月6日
[新聞記事] 福島・小野町と芝山町災害協定 読売新聞 2020年8月6日
[新聞記事] 【高校野球2020】「マリンで1点 最高の思い出」 多古・石原主将 朝日新聞 2020年8月6日
[新聞記事] 避難所ベッドやタクシー支援金 香取市コロナ対策予算 朝日新聞 2020年8月6日
[新聞記事] 芝山の路上に産廃投棄疑い 千葉日報 2020年8月6日
[新聞記事] 【2020千葉 高校野球】成東 丸山が好救援 「顔晴れ」でピンチ脱出 千葉日報 2020年8月6日
[新聞記事] 【2020千葉 高校野球】第4日 試合結果 千葉日報 2020年8月6日
[新聞記事] 小中の修学旅行中止 東金も林間学校など 千葉日報 2020年8月6日
[新聞記事] 苅谷市議を偽証で告発 議決受け地検に 匝瑳市議会 千葉日報 2020年8月6日
[新聞記事] 「弱虫ペダル」ロケ地マップ配布 1万2000部、県観光情報館など 千葉日報 2020年8月6日
[新聞記事] 2020千葉高校野球　第3日結果 千葉日報 2020年8月5日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数一覧 千葉日報 2020年8月5日
[新聞記事] 【高校野球】主将の鈴木 精神的柱 連合 読売新聞 2020年8月4日
[新聞記事] 仲間に感謝 6校連合の夏 旭農・下総・八街・大網・九十九里・市原緑 朝日新聞 2020年8月4日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 香取署 千葉日報 2020年8月4日
[新聞記事] 「佐原の大祭」中止 夏に続いて秋も コロナ影響 千葉日報 2020年8月4日
[新聞記事] 【2020千葉 高校野球】第2日 試合結果 千葉日報 2020年8月4日
[新聞記事] 銚子駅イルミ黄信号 コロナで協賛金集め難航 115万円目標にＣＦ 千葉日報 2020年8月4日
[新聞記事] 「平和の像」前に千羽鶴10万3000羽 ＪＲ八日市場駅前 毎日新聞 2020年8月3日
[新聞記事] 「誠意込め 安心と安全売る」 両総観光 毎日新聞 2020年8月3日
[新聞記事] 私募債で医療法人支援 コロナ対策役立てて 東金の木材会社 千葉日報 2020年8月3日
[新聞記事] 延長1400キロ「太平洋岸自転車道」 起点 銚子にチーバくん像 終点 和歌山の県議と除幕式 千葉日報 2020年8月3日
[新聞記事] 県内の新型コロナ感染者数（2日午後8時現在）・県内感染者数の推移 千葉日報 2020年8月3日
[新聞記事] 地球をハッピーにしたい 環境問題に取り組む バレラシッドさん 毎日新聞 2020年8月2日
[新聞記事] 成田空港周辺を特区に 二階幹事長へ要望書 地元商工経済団体 千葉日報 2020年8月2日
[新聞記事] 処分保留で女性を釈放 毎日新聞 2020年8月1日
[新聞記事] 夏休みばらつき　県内の小中　12日間～31日間 朝日新聞 2020年8月1日
[新聞記事] 【市議会だより】大網白里市・コロナ予算など可決 千葉日報 2020年8月1日
[新聞記事] 折り鶴に平和の願い　匝瑳　像に10万3千羽ささげる 千葉日報 2020年8月1日
[新聞記事] お囃子で元気になって！　20団体 密避け威勢良く　8日夜 銚子 千葉日報 2020年8月1日
[新聞記事] 人影少ない浜辺でごみ拾い　横芝光の屋形海岸　NAA社員らも 朝日新聞 2020年8月1日


