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おススメの一冊💜

新年度、新学期、新生活、、、文字を見るだけで忙しくなりそうな四月の代名詞ともい

える言葉たち。どうぞ皆さま、足元のお花や、今年もきれいに咲く桜に癒されて、適度に息

抜きもしながらまだ始まったばかりの令和４年度をお過ごしくださいね。勉強や、日常での

ちょっとしたヒントが欲しい時にはぜひ図書館においでください◎

表郷図書館雑誌コーナー

表郷図書館には２０タイトルを超える雑誌がございます～！他

館からの取り寄せも可能ですので是非ご利用くださいね☺

『１００万回死んだねこ』 福井県立図書館 （015.2/ﾌ）

「え？タイトルおかしくない？？」そう違和感を憶えた皆様、大正解で

す。でも今回紹介する本のタイトルとしては間違ってはいません。これは

福井県立図書館で働く司書さんが受けた、珍レファレンスをまとめた

一冊です。うろ覚えのタイトル、ぼんやりと浮かぶ作者や登場人物の

名前・内容、表紙の色…それがお探しの本を見つける大ヒントになるこ

ともあります。皆様もお探しの本があるときは、タイトルなどが明確でな

くともあきらめず、お近くの司書にお声掛けください。お求めの本を探

すお手伝いを全力でいたします✌
（※レファレンス…図書館において利用者の方がお求めの資料や情報をお探しするお手伝

いをすること等をいいます）

※

『テレビマガジン』(講談社)

『たのしい幼稚園』(講談社)

内容がビッチリ！！余すところなく楽しめ

るヒーロー雑誌です！最新のヒーローも

『テレビマガジン』を読めば誰よりも早く

知る事が出来ますよ～！

あのプリキュア連載している『たのしい幼

稚園』。プリキュアの他にも、老若男女

問わず話題となった「あつ森」などなど誰

もが楽しめるハズ！！

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

※掲載情報は全て3/25現在のものです。最新の情報は図書館HPまた

は各館への直接のお電話でご確認ください

表郷図書館カレンダー
…休館日

どちらの雑誌も表郷図書館

キッズコーナーにございます◎
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4月の門出と日々を頑張るみなさんを

応援するオスワン＆ラックス

※5月の休館日にご注意ください。



タイトル 著者 タイトル 著者

はじめての放射線治療
その疑問に答えます

（株）ロギカ書房
しろくまカフェ
Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｓｐｅｃｉａｌ 1～3

ヒガアロハ／著

伝説の家政婦
沸騰ワード１０レシピ　２

タサン　志麻∥著 黄昏流星群　６６ 弘兼　憲史∥著

家じゅうの
「めんどくさい」をなくす。

ｓｅａ∥著
とっておきドラえもん
おいしいうれしいグルメ編

藤子・Ｆ・不二雄／著

ＢＵＳ　ｍａｇａｚｉｎｅ　Ｖｏｌ．１１１ 講談社ビーシー
とっておきドラえもん
きみにメロメロ恋愛編

藤子・Ｆ・不二雄／著

恋のはじまり1～4 蒼井まもる／著
とっておきドラえもん
むねいっぱい感動編

藤子・Ｆ・不二雄／著

僕は小さな書店員。 1～4 青山はるの／著
とっておきドラえもん
わきあいあい家族編

藤子・Ｆ・不二雄／著

かろりのつやごと 1～6 小田ゆうあ／著 僕のヒーローアカデミア　３３ 堀越　耕平∥著

はろー！マイベイビー 1～8 かわだ志乃／著 私たちが恋する理由1・2 ｍａ２

高嶺の花男くん 1～2 ココハル／著 あせとせっけん1～11 山田金鉄／著

アオアシ27 小林　有吾∥著 わるじい慈剣帖　８ 風野　真知雄∥著

あの夜からキミに恋してた 1～4 桜乃みか／漫画 朱より赤く 窪　美澄∥著

王様達のヴァイキング 1～19 さだやす／著 怪物 東山　彰良∥著

異世界賢者の転生無双 1～5 三十　三十 埋蔵金 藤井　邦夫∥著

花燭の白 1～4 高山しのぶ かくして彼女は宴で語る 宮内　悠介∥著

テスラノート 1～5 西田征史／原作

は各館への直接のお電話でご確認ください
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年度末、コミックがたくさん仲間入りしました！

『僕は小さな書店員。』 青山はるの

就活に失敗し仕方なしに

書店員となった正道と、そ

の先輩の真希の恋のお話。

いろんな人や出来事と出

会い正道は変わっていきま

す。1巻では、誰にも言えな

かった想いを店長に打ち明

けた正道。その時の店長の

言葉に胸が打たれます。

汗っかきがコンプレックスの

麻子と匂いフェチの香太

郎。一見コメディーかと思い

きや、それだけではなく、純

粋な二人のラブストーリー

的要素も…。ドラマ化もさ

れ一度はタイトルを耳にし

たこともあるのでは？ぜひ手

に取ってみてください！

『あせとせっけん』 山田金鉄 『とっておきドラえもん』 藤子・F・不二雄

漫画『ドラえもん』の「とって

おき」を集めた傑作集。「グル

メ編」「家族編」などテーマに

合ったお話が収録されます。

毎回著名人が解説を描いて

いる本書。表郷図書館某司

書は「恋愛編」のあいみょんの

解説に衝撃を受けつつ拝読

いたしました。

（M726.1/ｱｵﾔﾏ） （M726.1/ﾔﾏﾀ） （M726.1/ﾌｼｺ）

貸出中の場合はご予約をおすすめします！図書館HPのマイページから、またはサービスデスクにお声掛けください。

新着図書≪一般≫



タイトル 著者 タイトル 著者

スラスラ書ける読書感想文
小学１・２年生

永岡書店 お花のドレスのＢプラン あんびる　やすこ∥著

スラスラ書ける読書感想文
小学３・４年生

永岡書店 よそんちの子 いとう　みく∥著

スラスラ書ける読書感想文
小学５・６年生

永岡書店
ねこの町の小学校
わくわくキャンプファイヤー

小手鞠　るい∥著

むかしむかし 内田　麟太郎∥著 おしりたんてい　１０ ポプラ社

ショパン 迎　夏生∥画 推しトモ！ 吉田　桃子∥著

ニッポンの総理大臣
ニッポンの総理大臣編集部
∥編 ハッピーハッピーバースデー！ 岡村　志満子∥著

キャッシュレス時代がやってきた！
今、身につけたい「お金」のこと　１・2 幸運社∥編 いいな「じぶん」！ くすのき　しげのり∥著

中学校ってどんなとこ？ 世界文化社 かいじゅうたくはいびん 澤野　秋文∥著

会津のむかしばなし　２ 大石　邦子∥（他）著 ６ぴきのカエルとひえひえのよる つるた　あき∥著

実験対決　４０ ストーリーａ．∥著 おいでおいで… 中村　まさみ∥著

理系脳をつくる食べられる実験図鑑 中村　陽子∥著
やさいのがっこう
いちごちゃんはやさいなの？

なかや　みわ∥著

大接近！工場見学
ごみとリサイクル編　２・4・6

高山　リョウ∥著 ねこはるすばん 町田　尚子∥著

すがたをかえるたべものしゃしんえほん
１９ 宮崎　祥子∥著 ネコヅメのよる 町田　尚子∥著

季節のおりがみ　春巻 文研出版
ムーミン谷のなかまたち
ムーミンパパの島

当麻　ゆか∥訳

新着図書≪児童≫

≪オスワンくんの花鳥風月 ～ひと月一羽(話)～≫
つき いちわ

『学ランのボタンがないオスワンくん！？』

4月、高校3年生になって初めての登校の日。

オスワンくんの制服にはボタンが一つもありません。どうやら、

先輩からもモテていた優しいオスワンくんは、大勢の卒業生

の女の子からボタンをねだられすべて渡してしまったみたいで

す。

みなさんは卒業式でボタンをもらった、あるいは渡した思

い出、ありますか？

こら！オスワン！！なん

だその着崩しは！！

えへへ☆


