
6月と言えば梅雨ですが、今年は全国的に見ても梅雨入りが早くなっているようで5月の段階でも多くの地方の

梅雨入りが発表されていました。

湿気も多くじめじめとした嫌な時期。しかし田んぼの稲たちにとっては大切な時期なのです。稲をはじめ、多

くの作物はこの梅雨の時期に蓄えられた雨の水によって夏の暑い時期、雨の少ない時期を乗り切ります。

どんよりお天気に気分も沈みますが体調に気を付けて、梅雨が明けたらやってくる暑い夏に向けて私たちも元

気を蓄えておきましょう。

２０２１年６月号

・図書館では、館内でのマスクの着用や入館時の手指の消

毒、学習机利用時にソーシャルディスタンスを保っていた

だくことなど感染拡大防止への取り組みをお願いしており

ます。

・返却ＢＯＸは図書館閉館時にのみご利用ください。

また、本の重みなどによる損傷を防ぐため

ＣＤ・ＤＶＤについては閉館時であっても返却ＢＯＸ

への返却はご遠慮ください。

ご協力おねがいいたします。

表郷図書館 0248-32-4784

表郷図書館カレンダー
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6月

昨年度実施がかなわなかった雑誌配布ですが今年度は下記の期間で実施予定です◎

雑誌配布とは、過去図書館に所蔵していた保存期間(1～3年程度)の過ぎた雑誌を利用者の方

に提供するというものです。ファッション誌や人気の健康雑誌など配布予定ですので是非ご活

用ください。雑誌配布にお立ち寄りの際は、マスクの着用、他の利用者様との距離を保つこと

や手指の消毒など感染拡大防止対策にご協力ください。

日時：2021年7月17日～(終了日は館内掲示等でお知らせ予定)

期間中は開館から閉館まで随時実施しています。

場所：表郷図書館前通路

※ご不明な点はサービスデスクまでお問い合わせください。

～表郷図書館雑誌配布についてのお知らせ～

※掲載情報はすべて5/20現在のものです。最新の情報は図書館HPま

たは直接のお電話でご確認ください。

図書館では今年度も読書感想文コンクール課題図書の

貸出しを行いますのでご利用ください。

第67回青少年読書感想文コンクール

課題図書

おすすめの新着図書
表郷図書館コミック棚

表郷図書館のコミック棚よりおすすめのコミックを紹介します。

…休館日

『ぶどうとスミレ』 全２巻（完結済）

持田あき/著 （M726.1/ﾓﾁﾀ）

ぶどうの香りが漂う小さな島で巻き起こる16歳・みなとの

恋模様を描いた作品です。『初めて恋をした日に読む話』の

作者でもある持田さんの華やかで繊細な絵のタッチも注目ポ

イントです！

『走れ外科医』 中山祐次郎/著 (913.6/ﾅｶﾔﾏ/3)

ドラマ放送中で話題の人気作『泣くな研修医』シリー

ズの第三弾。医者対患者として向き合うか、対友人とし

て向き合うのか、外科医雨野の葛藤とともに物語が進む

今作です。

『そのときがくるくる』 すずきみえ/著(J913/ｽｽ)

青少年読書感想文コンクールの課題図書の中の1冊。子供

の時苦手だった食べ物がいつの間にか美味しく食べられる

ようになる。そんな誰もが経験する不思議な出来事を子ど

もの視点から描く、大人も楽しめる児童書です。

家の窓ガラスなどに張り付くおよそ１０cmほどの爬虫類、

ヤモリ。ヤモリは６月の季語です。家を守ってくれるといわ

れ漢字では「家守」とも書かれます。

６月の季語：【守宮】
ヤモリ

参考：『６月のえほん』長谷川康男/監修

(J386/ﾊ)
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７月

開館時間 10：00～18：00

・7/1～8/31まで課題図書に限り貸出期間は

２週間となります。

・貸出期限の延長は不可です。(予約は可能)

●課題図書の一覧は館内掲示をご覧ください。

新着図書【一般】
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タイトル 著者 タイトル 著者

ＨＳＰとグレーゾーンな人たち 高田　明和∥著 風の谷のナウシカ　１～７ 宮崎　駿∥著

７４歳、ないのはお金だけ。
あとは全部そろってる

ミツコ∥著 いつかあなたをわすれても 桜木　紫乃∥著

山旅ときめき紀行 渡辺　国男∥著 鶴のおりがみ 布施　知子∥著

ロッキード 真山　仁∥著 わかりやすい野球のルール 成美堂出版

ちょっとおしゃれで
ずっと元気に暮らす

村上　祥子∥著 新うつくしま百名山 奥田　博∥著

命を守る！
自衛隊式防災マニュアル

宝島社 自然派ソロキャンプ浪漫 徳間書店

プロが試した！
防災グッズ厳選カタログ

マキノ出版
栃木・群馬「いい川」
渓流ヤマメ・イワナ釣り場　令和版

つり人社書籍編集部∥編

我が家は
こうして読解力をつけました

佐藤　亮子∥著
山形・新潟「いい川」
渓流ヤマメ・イワナ釣り場　令和版

つり人社書籍編集部∥編

モンテッソーリ式おうち子育て
エロイーズ・
リックマン∥著

コーチ！ 青木　祐子∥著

墓じまい・改葬ハンドブック
令和版

主婦の友社∥編 泳ぐ者 青山　文平∥著

筋トレざせつ女子が行き着いた
１分やせストレッチ

たかツキ　なほり∥著 居酒屋ぼったくりおかわり！　２ 秋川　滝美∥著

業務田スー子のヒルナンデス！
冷凍食品ずるうまレシピ

業務田　スー子∥著 正欲 朝井　リョウ∥著

栗原心平のごちそうキャンプ 栗原　心平∥著 放課後バス停 麻沢　奏∥著

焚き火料理の本 小雀　陣二∥著 花下に舞う あさの　あつこ∥著

チオベンの作りおき弁当 山本　千織∥著 茨の墓標 麻見　和史∥著

こんなはずでは系育児 ｃｈｉｉｋｏ∥著 草原のサーカス 彩瀬　まる∥著

草花の「困った！」解決ナビ 室谷　優二∥著 ９月９日９時９分 一木　けい∥著

はじめてのアクアリウム 佐々木　浩之∥著 覇王の神殿 伊東　潤∥著

ほむら先生はたぶんモテない５ せかねこ 著 チルチルサクラ いぬじゅん∥著

画策 上田　秀人∥著 南紀殺人事件 内田　康夫∥著

結盟 上田　秀人∥著 小さな神たちの祭り 内館　牧子∥著

表郷図書館 0248-32-4784 たは直接のお電話でご確認ください。

新着図書【一般】



世界警察　１ 沢村　鐵∥著 元彼の遺言状 新川　帆立∥著

ヴィクトリアン・ホテル 下村　敦史∥著 １６８時間の奇跡 新堂　冬樹∥著

道連れ彦輔居直り道中 逢坂　剛∥著 麦本三歩の好きなもの　第２集 住野　よる∥著

片をつける 越智　月子∥著
あきない世傳金と銀　１０
合流篇

高田　郁∥著

天使と悪魔のシネマ 小野寺　史宜∥著 つまらない住宅地のすべての家 津村　記久子∥著

代理母、はじめました 垣谷　美雨∥著 小説火の鳥　大地編　上・下 桜庭　一樹∥著

本日も晴天なり 梶　よう子∥著 水を縫う 寺地　はるな∥著

産業医・渋谷雅治の事件カルテ 梶永　正史∥著 骨を追え 堂場　瞬一∥著

潜入味見方同心　３ 風野　真知雄∥著 紅蓮の雪 遠田　潤子∥著

空飛ぶ岩　新装版 風野　真知雄∥著 鬼神の叫び 鳥羽　亮∥著

ヴィンテージガール 川瀬　七緒∥著 幕間のモノローグ 長岡　弘樹∥著

チンギス紀　１０ 北方　謙三∥著 ムーンライト・イン 中島　京子∥著

親子の絆に恋賭けて 小杉　健治∥著 しあわせ大根 中島　久枝∥著

初詣で 佐伯　泰英∥著 広告の会社、作りました 中村　航∥著

わたしは告白ができない。 櫻　いいよ∥著 走れ外科医 中山　祐次郎∥著

帝国の弔砲 佐々木　譲∥著 ヘルメースの審判 楡　周平∥著

白バイガールフルスロットル 佐藤　青南∥著 悪の芽 貫井　徳郎∥著

いわいごと 畠中　恵∥著 ５２ヘルツのクジラたち 町田　そのこ∥著

沙林 帚木　蓬生∥著 それでも、陽は昇る 真山　仁∥著

私はスカーレット　４ 林　真理子∥著
同居中のイケメン幼なじみが、
朝から夜まで溺愛全開です！

ｍｉＮａｔｏ∥著

キネマの神様
ディレクターズ・カット

原田　マハ∥著 謀殺遊戯 南　英男∥著

新謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉∥著 魂手形 宮部　みゆき∥著

白鳥とコウモリ 東野　圭吾∥著 手がかりは一皿の中にＦＩＮＡＬ 八木　圭一∥著



どの口が愛を語るんだ 東山　彰良∥著 血も涙もある 山田　詠美∥著

因縁 福田　和代∥著 わんダフル・デイズ 横関　大∥著

罰当り 藤井　邦夫∥著 ぜにざむらい 吉川　永青∥著

青葉雨 藤原　緋沙子∥著 バイバイバブリー 阿川　佐和子∥著

オムニバス 誉田　哲也∥著 おしゃべりな人見知り 山本　ゆり∥著

ジウ　新装版　１～３　 誉田　哲也∥著

渋沢栄一(学研プラス) 絢前　ゆうた∥画 胸キュン恋するいきもの図鑑 カンゼン

渋沢栄一(ポプラ社) 後藤　ひろみ∥原著 カラスのいいぶん 嶋田　泰子∥著

都道府県のクイズ図鑑　改訂版 学研プラス オランウータンに会いたい 久世　濃子∥著

ドラえもん探究ワールド
地理が学べる世界の家づくり

藤子・Ｆ・不二雄∥画 からだのクイズ図鑑 学研プラス

うんこドリル空想科学読本　２ 柳田　理科雄∥著
感染症を正しく学べる！
はたらく細胞ウイルス＆細菌図鑑

講談社∥編

ドラえもん科学ワールド
乗り物と交通

藤子・Ｆ・不二雄∥画 ５分後に残酷さに震えるラスト エブリスタ∥編

おやさい妖精とまなぶ
野菜の知識図鑑

ぽん吉∥著 たまごのはなし しおたに　まみこ∥著

ドッグマン子ネコ二都物語 デイブ・ピルキー∥著 そのときがくるくる すず　きみえ∥著

かいけつゾロリのちょ～いたずら
まちがいさがし

原　ゆたか∥原著 キミト宙ヘ　６ 床丸　迷人∥著

超超超超超超超超超
超超超超超超超超超
むずかしすぎるえさがし

むずかしすぎる
えさがし制作委員会∥著

ゆりの木荘の子どもたち 富安　陽子∥著

レ・ミゼラブルああ無情 ビクトル・ユゴー∥著 おしりたんてい　６ ポプラ社

ジャレットと魔法のコイン あんびる　やすこ∥著 おとのさま、まほうつかいになる 中川　ひろたか∥著

１ねん１くみの女王さま いとう　みく∥著 サンドイッチクラブ 長江　優子∥著

黒魔女さんと死霊の宮殿 石崎　洋司∥著 ｗｉｔｈ　ｙｏｕ 濱野　京子∥著

くもとり山のイノシシびょういん かこ　さとし∥著
猫町ふしぎ事件簿
猫神さまは月夜におどります

廣嶋　玲子∥著

新着図書【児童】



モンスター・ホテルでおばけやしき柏葉　幸子∥著 もののけ屋二丁目の卵屋にご用心 廣嶋　玲子∥著

エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一∥著 なぞのおばけめいろ 吉田　純子∥著

ほねほねザウルス　２４
ぐるーぷ・
アンモナイツ∥著

ラストで君は「まさか！」と言う
１２歳の物語

ＰＨＰ研究所∥編

うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠　るい∥著
ラストで君は「まさか！」と言う
放課後ミステリー

ＰＨＰ研究所∥編
うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠　るい∥著

ラストで君は「まさか！」と言う
放課後ミステリー

ＰＨＰ研究所∥編


