
図書館では資料の状態を一冊一冊確認するため、年に一度蔵書点検を行っております。それに伴い表郷図

書館では下記の日程で休館とさせていただきます。皆様にはご不便おかけいたしますがご協力のほどよろしく

お願いいたします。

Hey!

taxi !!!

表郷図書館休館期間：２０２２年３月１０日から２０２２年３月１６日まで

※休館中返却ポストはご利用いただけます。

※他館の蔵書点検の日程については各館にお問い合わせいただくか、

市の広報や図書館HPでご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

２月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

３月

現在、図書館の貸出袋が不足
しております。本を借りていただ

く際、『マイバック』のご持参等の

ご協力をお願いいたします！

表郷図書館 0248-32-4784

表郷図書館カレンダー
…休館日

表郷図書館雑誌コーナー

『Myojo』（集英社）
ページを一枚めくれば、フレッシュでキラキラなオー

ラがあふれ出す…。(*´｀*)

創刊70周年を迎えた歴史深いアイドル誌です💜

『アニメディア』（学研プラス）

アニメ好きのみなさんにおすすめしたい！

話題の最新アニメや声優さんまでアニメの

「知りたい！」を網羅したアニメ情報誌です！

２０２２年２月号

表郷図書館の雑誌コーナーには現在２０

タイトルを超える所蔵がございます(R4.1月

現在)。「欲しい雑誌があるけど見たいのは

1つの特集だけ…」そんな時図書館という

選択肢はいかがでしょうか？市内の図書

館からの取り寄せも可能です。気になるタ

イトルはぜひお問い合わせくださいね！

外に出るのも億劫なこの季節、おうちの中で暖を取りながらの読書はいかがですか？

寒いが故のおうち時間も有意義なものにしたいですね。

寒い毎日が続きますが、皆様もどうぞ風邪などひかぬようお過ごしくださいね。

ご
確
認
く
だ
さ
い

※掲載情報はすべて1/25現在のものです。最新の情報は図書館HPまたは

図書館への直接のお電話でご確認ください。

まともな恋愛経験なしで

マッチングアプリに挑戦したら

事件だらけでした

チカポン∥著 応天の門１５ 灰原　薬∥著

先生のあのね ほたろう∥著 キスで起こして。１～４ 春田　なな

オートミール健康レシピ 扶桑社 かめばかむほど甘くなる１～５ ヒナチ　なお

藤井恵の毎日大豆 藤井　恵∥著

３８歳バツイチ独身女が

マッチングアプリをやってみた

ヤバい結果日記
松本　千秋

秘闘 岡田　晴恵∥著 抱きしめてついでにキスも １～７ 美森　青

災害に強い家はこうつくる 七呂　恵介∥著 初めて恋をした日に読む話１４ 持田　あき∥著

炭鉱遺産をゆく イカロス出版 婚姻届に判を捺しただけですが ８ 有生　青春

で、やせたの？ 野原　広子∥著 ママはパパがこわいの？ ゆむい∥著

ワタナベマキの台湾食堂 ワタナベ　マキ∥著 同志少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬∥著

「ちゃんとしなきゃ！」をやめたら

二度と散らからない部屋になりました

家族の悩みも解決編

なぎまゆ∥著 マンモスの抜け殻 相場　英雄∥著

持続的農業の土づくり イカロス出版 赤と青とエスキース 青山　美智子∥著

うちの猫がまた変なことしてる。　６卵山　玉子∥著 底惚れ 青山　文平∥著

ＭＩＸ　１８ あだち　充∥著 ひとり旅日和運開き！ 秋川　滝美∥著

女はいつまで女ですか？ 上野　りゅうじん
笑っていたい、

君がいるこの世界で
麻沢　奏∥著

おかえりアリス ３ 押見　修造 方丈の孤月 梓澤　要∥著

パーフェクトスキャンダル ５ 菊乃杏 新しい星 彩瀬　まる∥著

＃バツイチアラサー女子と

男子高校生
橘　オレコ 能面鬼 五十嵐　貴久∥著

プロミス・シンデレラ １４ 橘 オレコ 民王シベリアの陰謀 池井戸　潤∥著

ダイヤのＡ  ａｃｔ  ２　２９ 寺嶋  裕二∥著 ミチクサ先生　上/下 伊集院　静∥著
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ダイヤのＡ  ａｃｔ  ２　２９ 寺嶋  裕二∥著 ミチクサ先生　上/下 伊集院　静∥著

夜叉の都 伊東　潤∥著 かぞえきれない星の、その次の星 重松　清∥著

金の穽 上田　秀人∥著 失われた岬 篠田　節子∥著

ひとりでカラカサさしてゆく 江國　香織∥著 ハルカと月の王子さま 鈴木　おさむ∥著

暗約領域 大沢　在昌∥著
いたずらな君にマスク越しでも
恋を撃ち抜かれた

星奏　なつめ∥著

求めよ、さらば 奥田　亜希子∥著 真夜中のマリオネット 知念　実希人∥著

吾妻おもかげ 梶　よう子∥著 闇祓 辻村　深月∥著

菩薩の船 風野　真知雄∥著 虎狼狩り 鳥羽　亮∥著

ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井　慶喜∥著 追討 鳥羽　亮∥著

心霊探偵八雲

ＩＮＩＴＩＡＬ　ＦＩＬＥ魂の素数
神永　学∥著 血の歌 なかにし　礼∥著

チンギス紀　１２ 北方　謙三∥著 遺言歌 なかにし　礼∥著

Ｒ．Ｉ．Ｐ． 久坂部　羊∥著 その花の名を知らず 長野　まゆみ∥著

警官の道 呉　勝浩∥（他）著 おわかれはモーツァルト 中山　七里∥著

不機嫌な幼なじみに
今日も溺愛されるがまま。

小粋∥著 ヒポクラテスの悔恨 中山　七里∥著

向島・箱屋の新吉新章　２ 小杉　健治∥著 嗤う淑女二人 中山　七里∥著

女性失格 小手鞠　るい∥著 １００万回生きたきみ 七月　隆文∥著

ホテルクラシカル猫番館　５ 小湊　悠貴∥著 黄金の刻 楡　周平∥著

おはようおかえり 近藤　史恵∥著 世界の美しさを思い知れ 額賀　澪∥著

異変ありや 佐伯　泰英∥著 黄金旅程 馳　星周∥著

偽装同盟 佐々木　譲∥著 李王家の縁談 林　真理子∥著



探偵少女アリサの事件簿
さらば南武線

東川　篤哉∥著 裁き屋稼業 南　英男∥著

福の神 藤井　邦夫∥著 疑惑領域 南　英男∥著

凶状持 藤井　邦夫∥著 止まり木ダイニング 望月　くらげ∥著

山亭ミアキス 古内　一絵∥著 きりきり舞いのさようなら 諸田　玲子∥著

一九六一東京ハウス 真梨　幸子∥著 ミス・パーフェクトが行く！ 横関　大∥著

君と過ごした透明な時間 丸井　とまと∥著 ミトンとふびん 吉本　ばなな∥著

残照の頂 湊　かなえ∥著 吉祥寺ドリーミン 山田　詠美∥著

北里柴三郎 夏　緑∥著 フラ・フラダンス 八坂　圭∥著

北条政子 東　園子∥画
ラストで君は「まさか！」と言う

嫌われものの真実
ＰＨＰ研究所∥編

クイズでわかる！

世界の国と国旗
小学館

ミオととなりのマーメイド

海色のきおくはミステリー。
ミランダ・ジョーンズ∥著

オールカラーマンガでわかる！

政治と選挙のしくみ
ナツメ社 たことさる 新井　洋行∥著

ドラえもん探究ワールドｓｐｅｃｉａｌ

－いっしょに考えよう！１７の目標ＳＤＧ

ｓでつくるわたしたちの未来

藤子・Ｆ・不二雄∥画 わらしべちょうじゃ いもと　ようこ∥著

実験対決　３９ ストーリーａ．∥著 おいものもーさん 岡田　よしたか∥著

数学アタマがぐんぐん育つ

算数の実験大図鑑
ＤＫ社∥編著

テントウムシのミア、

プレゼントだいさくせん
香川　照之∥著

ゆるゆる絶滅生物図鑑 さの　かける∥画 こおりのむこうに かじり　みな子∥著

おちばのほん いわさ　ゆうこ∥著
仮面ライダーリバイス

なぞとふしぎ１２３
講談社

乗りもののクイズ図鑑 学研プラス クリスマスべんとう 木坂　涼∥著

鉄道 長根　広和∥著 ニッキの火星探検 コマヤスカン∥著

自動車のひみつ 小学館 ひよこはにげます 五味　太郎∥著

すがたをかえるたべもの

しゃしんえほん　２０
宮崎　祥子∥著 ちいさなちいさなこねこをさがして さかい　さちえ∥著

思いちがいの言葉　２ 山口　理∥著 おすしがすきすぎて サトシン∥著

本好きの下剋上　第２部３ 香月　美夜∥著 ぶうとぴょんのまほうのつえ 多田　ヒロシ∥著

魔女みならいのキク 草野　あきこ∥著 ちちんぷいぷい 谷川　俊太郎∥著

おしりダンディザ・ヤング

おばけやしきのなぞ！
トロル∥（他）著 あかいてぶくろ 林　木林∥著

かいけつゾロリ

きょうふのダンジョン
原　ゆたか∥著 のりものクッキー 彦坂　有紀∥著

もっと！まじめにふまじめ

かいけつゾロリスペシャル

おならですくえ！ガンダブー
ポプラ社

ひめさま！

ぞうはすごくおおきいでござる
丸山　誠司∥著

お天気屋と封印屋 廣嶋　玲子∥著 ペロペロおさらくん まるやま　なお∥著

秘密に満ちた魔石館　３ 廣嶋　玲子∥著
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かいけつゾロリスペシャル

おならですくえ！ガンダブー
ポプラ社

ひめさま！

ぞうはすごくおおきいでござる
丸山　誠司∥著

お天気屋と封印屋 廣嶋　玲子∥著 ペロペロおさらくん まるやま　なお∥著

秘密に満ちた魔石館　３ 廣嶋　玲子∥著

≪ オスワンくんの花鳥風月 ～ひと月一羽(話)～≫

『植物と談笑するオスワンくん』

表郷図書館の陽当たりのいい廊下には、

お客様にお持ちいただいたきれいなお花たちがいーっぱい💜

良く晴れた日には、そこでオスワンくんが植物たちと

仲よくお話をしています。

つき いちわ


