
早いもので２０２２年も真ん中の月に突入しました。お天気はどんよりムシムシな６月ですが、どうぞ

皆さま元気にお過ごしくださいね！お出かけの際はぜひ図書館にお立ち寄りください☺

新着図書のおススメ

表郷図書館雑誌コーナー

表郷所蔵の雑誌に加え市内の他の図書館の雑

誌(最新号)を展示しています。内容は雑誌コー

ナーでご確認くださいね～！

☆ＥＳＳＥ

☆いぬのきもち

☆Ｔａｒｚａｎ

など…

主な展示中の雑誌⇒

『歌々の棲家 ｎａｍｅｄ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ』

森田恭子 著（767.8/ﾓ)

過去の雑誌の取材等から、デビュー30年を迎えた

Mr.Childrenの軌跡を振り返ります。いつの時代も、世

の中に寄り添うMr.Childrenの音楽たち。それを生み出

す四人の素顔も改めて知ることができるかもしれません。

表郷図書館では、市立図書館所蔵のCDの展示も

行っています。(貸出可) Mr.Childrenのアルバムもござ

いますのでこの機会にぜひ併せて聴いてみてはいかがで

すか？
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7月

表郷図書館カレンダー
…休館日

雑誌も市内図書館からの予約（取寄）可能で

す。サービスデスクにお声掛けください。

※掲載情報は全て5/25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

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

２０２２年６月号

『第68回青少年読書感想文コンクール』課題図書の

貸出をしています。７月１日～８月３１日の間、課題図

書に該当する本に限り貸出期間が２週間になりますの

でご利用の際はご確認ください。課題図書のタイトルの

一覧は館内掲示等でご確認ください。

傘を使ったキメポーズを

お願いされたオスワンくん

福島会津・磐梯　’２３最新版 昭文社 浅田真央私のおうちごはん 浅田真央／著

札幌　小樽・富良野・旭山動物園 昭文社 オートミールでスープジャー弁当 牛尾　理恵∥著

函館 昭文社 ２コマでわかる！楽しくてヤバい育児 犬犬／著

東北 昭文社 理想の父にはなれないけれど じゃんぽ～る西／著

青森弘前・津軽・十和田　’２３最新版 昭文社 恋のはじまり　６ 蒼井まもる／著

岩手盛岡・花巻・平泉　’２３最新版 昭文社 綾辻行人ＶＳ．（バーサス）京極夏彦 ２ 朝霧カフカ／原作

仙台・松島宮城　’２３最新版 昭文社 父と子 あさやみのる／著

山形 昭文社 おかえりアリス ４ 押見修造／著

日光・那須 昭文社 パーフェクトスキャンダル　６ 菊乃杏／著

群馬草津伊香保・みなかみ　’２３最新版 昭文社 しずくちゃん　３８ ぎぼりつこ／作・絵

新潟佐渡 昭文社 リッチ警官キャッシュ！　６ 黒田さくや／著

軽井沢 昭文社 バイバイ！クソ旦那 サレ妻マリコ／原案

図解でわかる

１４歳からの自然災害と防災
社会応援ネットワーク∥著 メンタル強め美女白川さん　３ 獅子／著

嫌いな教科を好きになる方法、

教えてください！
河出書房新社／編

ブラック企業の社員が

猫になって人生が変わった話　４
清水めりぃ／著

モンテッソーリ流つかれない子育て ジョーンズ栄理子／著 はたらかない細胞　５ 杉本　萌

子どもの才能を伸ばす５歳までの

魔法の「おしごと」
丘山亜未／著 カワイイの呪いにかかりまして それゆけちゃん／著

腎臓が寿命を決める 黒尾　誠∥著 ねことじいちゃん　８ ねこまき（ミューズワーク）／著

腐女医の医者道！

これが私のニューノーマル編
さーたり／著 うちのすえっこ 松本ぷりっつ／著

えっ！ホントに壊す！？

東京海上ビルディング
ＴＭＩＢを愛する会∥編 仲良しともだちはるちゃんとふうくん Ｋａｚｕｅ／著

わたしの１ケ月１０００円ごほうび おづまりこ／著 タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本　千晶∥著

麻糸で編むバッグ 青木恵理子／著
山田全自動と林家はな平の

落語あるある
山田全自動／著

六人の嘘つきな大学生 浅倉　秋成∥著 やめるな外科医 中山祐次郎／著

テウトの創薬 岩木一麻／著 ハイドロサルファイト・コンク 花村萬月／著

退き口 上田秀人／著 約束 葉室　麟∥著

京乱 上田秀人／著 古本食堂 原田ひ香／著

いえ 小野寺　史宜∥著 天国からの宅配便 柊　サナカ∥著

新着図書(一般)



は各館への直接のお電話でご確認ください
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札幌　小樽・富良野・旭山動物園 昭文社 オートミールでスープジャー弁当 牛尾　理恵∥著

函館 昭文社 ２コマでわかる！楽しくてヤバい育児 犬犬／著

東北 昭文社 理想の父にはなれないけれど じゃんぽ～る西／著

青森弘前・津軽・十和田　’２３最新版 昭文社 恋のはじまり　６ 蒼井まもる／著

岩手盛岡・花巻・平泉　’２３最新版 昭文社 綾辻行人ＶＳ．（バーサス）京極夏彦 ２ 朝霧カフカ／原作

仙台・松島宮城　’２３最新版 昭文社 父と子 あさやみのる／著

山形 昭文社 おかえりアリス ４ 押見修造／著

日光・那須 昭文社 パーフェクトスキャンダル　６ 菊乃杏／著

群馬草津伊香保・みなかみ　’２３最新版 昭文社 しずくちゃん　３８ ぎぼりつこ／作・絵

新潟佐渡 昭文社 リッチ警官キャッシュ！　６ 黒田さくや／著

軽井沢 昭文社 バイバイ！クソ旦那 サレ妻マリコ／原案

図解でわかる

１４歳からの自然災害と防災
社会応援ネットワーク∥著 メンタル強め美女白川さん　３ 獅子／著

嫌いな教科を好きになる方法、

教えてください！
河出書房新社／編

ブラック企業の社員が

猫になって人生が変わった話　４
清水めりぃ／著

モンテッソーリ流つかれない子育て ジョーンズ栄理子／著 はたらかない細胞　５ 杉本　萌

子どもの才能を伸ばす５歳までの

魔法の「おしごと」
丘山亜未／著 カワイイの呪いにかかりまして それゆけちゃん／著

腎臓が寿命を決める 黒尾　誠∥著 ねことじいちゃん　８ ねこまき（ミューズワーク）／著

腐女医の医者道！
これが私のニューノーマル編

さーたり／著 うちのすえっこ 松本ぷりっつ／著

えっ！ホントに壊す！？

東京海上ビルディング
ＴＭＩＢを愛する会∥編 仲良しともだちはるちゃんとふうくん Ｋａｚｕｅ／著

わたしの１ケ月１０００円ごほうび おづまりこ／著 タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本　千晶∥著

麻糸で編むバッグ 青木恵理子／著
山田全自動と林家はな平の

落語あるある
山田全自動／著

六人の嘘つきな大学生 浅倉　秋成∥著 やめるな外科医 中山祐次郎／著

テウトの創薬 岩木一麻／著 ハイドロサルファイト・コンク 花村萬月／著

退き口 上田秀人／著 約束 葉室　麟∥著

京乱 上田秀人／著 古本食堂 原田ひ香／著

いえ 小野寺　史宜∥著 天国からの宅配便 柊　サナカ∥著

新着図書(一般)



福島会津・磐梯　’２３最新版 昭文社 浅田真央私のおうちごはん 浅田真央／著

札幌　小樽・富良野・旭山動物園 昭文社 オートミールでスープジャー弁当 牛尾　理恵∥著

函館 昭文社 ２コマでわかる！楽しくてヤバい育児 犬犬／著

東北 昭文社 理想の父にはなれないけれど じゃんぽ～る西／著

青森弘前・津軽・十和田　’２３最新版 昭文社 恋のはじまり　６ 蒼井まもる／著

岩手盛岡・花巻・平泉　’２３最新版 昭文社 綾辻行人ＶＳ．（バーサス）京極夏彦 ２ 朝霧カフカ／原作

仙台・松島宮城　’２３最新版 昭文社 父と子 あさやみのる／著

山形 昭文社 おかえりアリス ４ 押見修造／著

日光・那須 昭文社 パーフェクトスキャンダル　６ 菊乃杏／著

群馬草津伊香保・みなかみ　’２３最新版 昭文社 しずくちゃん　３８ ぎぼりつこ／作・絵

新潟佐渡 昭文社 リッチ警官キャッシュ！　６ 黒田さくや／著

軽井沢 昭文社 バイバイ！クソ旦那 サレ妻マリコ／原案

図解でわかる

１４歳からの自然災害と防災
社会応援ネットワーク∥著 メンタル強め美女白川さん　３ 獅子／著

嫌いな教科を好きになる方法、

教えてください！
河出書房新社／編

ブラック企業の社員が

猫になって人生が変わった話　４
清水めりぃ／著

モンテッソーリ流つかれない子育て ジョーンズ栄理子／著 はたらかない細胞　５ 杉本　萌

子どもの才能を伸ばす５歳までの

魔法の「おしごと」
丘山亜未／著 カワイイの呪いにかかりまして それゆけちゃん／著

腎臓が寿命を決める 黒尾　誠∥著 ねことじいちゃん　８ ねこまき（ミューズワーク）／著

腐女医の医者道！
これが私のニューノーマル編

さーたり／著 うちのすえっこ 松本ぷりっつ／著

えっ！ホントに壊す！？
東京海上ビルディング

ＴＭＩＢを愛する会∥編 仲良しともだちはるちゃんとふうくん Ｋａｚｕｅ／著

わたしの１ケ月１０００円ごほうび おづまりこ／著 タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本　千晶∥著

麻糸で編むバッグ 青木恵理子／著
山田全自動と林家はな平の
落語あるある

山田全自動／著

六人の嘘つきな大学生 浅倉　秋成∥著 やめるな外科医 中山祐次郎／著

テウトの創薬 岩木一麻／著 ハイドロサルファイト・コンク 花村萬月／著

退き口 上田秀人／著 約束 葉室　麟∥著

京乱 上田秀人／著 古本食堂 原田ひ香／著

いえ 小野寺　史宜∥著 天国からの宅配便 柊　サナカ∥著

新着図書(一般)

ドリフター 梶永正史／著 スクイッド荘の殺人 東川篤哉／著

下郎の月 風野真知雄／著 マスカレード・ゲーム 東野圭吾／著

潜入味見方同心　４ 風野真知雄／著 ファズイーター 深町秋生／著

信長、鉄砲で君臨する 門井　慶喜∥著 繭の季節が始まる 福田和代／著

チンギス紀　１３ 北方謙三／著 空にピース 藤岡陽子／著

残酷依存症 櫛木理宇／著 団地のふたり 藤野千夜／著

母子草の記憶 小杉健治／著 シェア 真梨幸子／著

楽園ジューシー 坂木　司∥著 アルツ村 南杏子／著

流転 笹本稜平／著 風の港 村山早紀／著

漆花ひとつ 澤田瞳子／著 ついでにジェントルメン 柚木麻子／著

看守の信念 城山真一／著 ないものねだるな 阿川　佐和子∥著

夏の体温 瀬尾まいこ／著 きれいになりたい気がしてきた ジェーン・スー／著

レジェンドアニメ！ 辻村深月／著 カムカムマリコ 林真理子／著

悪の包囲 堂場瞬一／著 マイライドアイラブユー　上・下 Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｒａｎｇｓｉｍａｎｔ∥著

小さき王たち　第１部 堂場瞬一／著

新着図書(一般)

≪オスワンくんの花鳥風月 ～ひと月一羽(話)≫
つき いちわ

『おつむちゃんの梅雨の過ごし方』

オスワンくんの所属するアイドルグループOMGの

熱狂的なファンでオスワン推しの・おつむちゃん。実は

以前にもおたよりに登場しています。雨の日はひたす

らオタ活！OMGのDVDを片っ端から鑑賞するらしい

ですよ。

ーおつむちゃん


