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暖かい日も多くなり、春を実感することも増えてきましたね！

表郷図書館がある表郷庁舎の周りの桜も、咲き始めるととてもきれいですよ。

晴れた日にはぜひ、春の景色を楽しみながら図書館にいらしてみてください

＼＼＼＼春春春春！！！！到来到来到来到来！！／！！／！！／！！／

今年度よりタイトルのリニューアルも行い２５タイト

ル以上の雑誌を所蔵しております。貸出・ご予約可能

ですのでサービスデスクにお声掛けください！

※

女性／ファッション

・Seventeen

・婦人画報

・VERY

・クロワッサン

・美ST

・ｍｉｎａ

所蔵雑誌タイトル(一部)

男性／その他

・サライ

・男の隠れ家

・旅の手帖

・からだにいいこと

・ＮＨＫ趣味の園芸

やさいの時間

利用カードについて

初めて図書館で本を借りていただく際には、

利用カード を作っていただく必要がございます。

・利用カードは、白河市内４つの図書館(表郷・

市立・東・大信)で共通でご利用いただけます。

・カードをお作りになる際には、身分証身分証身分証身分証(学生証、

免許証、保険証など)をご持参ください。

・作成時にご利用案内をお渡しし、図書館のご

利用方法をご説明させていただきます。

・ＧＬＯＷ

・婦人公論

・ニコプチ

・Ｒａｙ

・レタスクラブ

・趣味の園芸

・きょうの料理

・きょうの健康

・小説新潮

・ディズニーファン

・週刊新潮

・ＣＯＴＴＯＮ ＴＩＭＥ

etc...

※各雑誌の最新号についてはご予約のみ受け付けて

おります。貸出は次号が入り次第となりますのでご

了承ください

利用方法をご説明させていただきます。

◎お気軽にサービスデスクまでお声掛けく

ださい！

閉館・休館中の返却は正面玄関向かって

左にある返却ボックスをご利用ください。

尚、開館中の返却、また、ＣＤ・ＤＶＤ

の返却はお手数ですがサービスデスクま

で直接お持ちください。

乳幼児から小学校低学年のお子さん

を対象とした読み聞かせを開催して

おります。ご希望の際は館内司書ま

でお声掛けください！

日時：毎週水曜日土曜日 随時

場所：表郷図書館キッズコーナー

『おはなみくまちゃん』

シャーリーパレントー著

桜が咲いたらくまちゃんたちもみん

なで楽しくお花見です。くまちゃん

と一緒にお花見に出かけましょう！

『「行動できない」

自分からの脱出法』

大嶋信頼 著

「変わりたいけど変われない」誰も

が一度は抱える悩み。この本で殻を

破るヒントを自分のペースで見つけ

てみませんか？

今月のおすすめ
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新着図書新着図書新着図書新着図書　　　　≪≪≪≪一般一般一般一般≫≫≫≫

タイトルタイトルタイトルタイトル 著者著者著者著者

今すぐ使えるかんたん

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０  改訂３版 　オンサイト 著

Ｇｏｏｇｌｅサービス完全ガイド 　マイナビ出版

「行動できない」自分からの脱出法！ 　大嶋  信頼 著

人生を後悔することになる人

・ならない人 　加藤  諦三 著

これはしない、あれはする 　小林  照子 著

一〇一歳の習慣 　高橋  幸枝 著

なぜか、急にはっとするくらい

美しくなる人の秘密 　朝日新聞出版

薬師寺のお坊さんがやさしく教える

はじめてのお写経 　リベラル社

あの世に持っていくにはもったいない

陳平ここだけの話 　野末  陳平 著

るるぶ北海道  ’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング

るるぶ秋田角館乳頭温泉郷

 ’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング ’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング

るるぶ箱根  ’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング

るるぶ飛騨高山白川郷

 ’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング

るるぶ山梨富士五湖勝沼清里甲府

’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング

るるぶ奈良  ’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング

るるぶ大阪ベスト  ’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング

るるぶ京都  ’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング

るるぶ高知四万十  ’１９最新版 ジェイティービーパブリッシング

世界一やさしいビットコインの授業 　藤田  篤示 著

ほどよく距離を置きなさい 　湯川  久子 著

親の介護は９割逃げよ 　黒田  尚子 著

老人の取扱説明書 　平松  類 著

おいしい大地、北海道！ 　すずき  もも 著

身内が亡くなった時の手続きが

まるごとわかる本 　晋遊舎

まんがでわかる

理科系の作文技術 　木下  是雄 原著

糖尿病が薬に頼らずマル楽治る！ 　マキノ出版

最先端治療大腸がん

国立がん研究センター中央病院消化管内科

（他）編著



便秘解消の毎日ごはん 　高橋  徳江 著

寿命の９割は腸で決まる 　松生  恒夫 著

パーキンソン病

少しずつ減薬すれば良くなる！ 　中坂  義邦 著

やせる、

不調が消える読む冷えとり 　主婦の友社

心も体もラク～になる

宇宙一ゆる～いヨガ 　ＰＩＣＯ 著朝つめるだけ！

作りおきのやせる！

お弁当３８９  決定版 　阪下  千恵 著

その調理、

９割の栄養捨ててます！ 　世界文化社

作りおき！やせる！

血糖値、血圧が下がる！塩キノコ 　マキノ出版

心地よい暮らしの

間取りとデザイン  ２０１８ 　エクスナレッジ

オトナ女子の

お金の貯め方増やし方ＢＯＯＫ 　新星出版社

まるっとわかる！お金の基本 　宝島社

Ａ  ＳＩＭＰＬＥ  ＳＴＹＬＥ 　三浦  由美子 著

Ｏｇｇｉエディター三尋木奈保

マイベーシックノート  ２ 　三尋木  奈保 著ドライフラワーでつくる

リースとスワッグインテリアの

アレンジメント 　Ｋｒｉｓｔｅｎ 著

ディズニーまんまるあみぐるみの

つるし飾り 　齊藤  郁子 著つるし飾り 　齊藤  郁子 著

女優きもの髪 　黒田  啓蔵 著

てんきち母ちゃんの

あるものだけで１０分作りおき 　井上  かなえ 著

２品で満足！

ラクしてうまい！笠原定食 　笠原  将弘 著

おいしい処方箋

オリーブオイル・レシピ 　北村  光世 著

ゆでおき 　主婦の友社

すし

ちらしずし・巻きずし・押しずしなど 日本調理科学会 編

料理用あま酒、はじめました。 　舘野  真知子 著

あ～るママの

いちばんきれいな詰め込み弁当 　あ～るママ 著

おいしくてカワイイ

おべんとうおかず３００ コマツザキ  アケミ 著

ガーナチョコレートレシピ 　ワニブックス

ほんとうにおいしいスムージーＢＯＯＫ 　高山  かづえ 著

基本のカクテル手帖 　世界文化社

リバウンドしない収納はどっち？ 　須藤  昌子 著

見てわかる、断捨離  決定版 　マガジンハウス

面倒くさがりの自分を認めたら面倒くさがりの自分を認めたら

部屋がもっとキレイになりました わたなべ  ぽん 著

感動のビフォー・アフター！

掃除・片づけ名人のベストアイデア 　宝島社



娘が可愛すぎるんじゃ～！ 　きくまき 著

英国スタイルで楽しむ紅茶

新装改訂版 スチュワード  麻子 著

四季をいつくしむ花の活け方 　谷  匡子 著

デザインの基礎が身につく

フラワーアレンジ上達レッスン６０ 　メイツ出版

生花から自在に

アレンジプリザーブドフラワー 　メイツ出版

シロウト夫婦のきょうも畑日和 　金田  妙 著

アンドロイドは初期設定で使うな

  ２０１８年最新版 　日経ＰＣ２１ 編

花鳥画レッスン 　伊藤  昌 著

初心者のための水墨画入門  改訂新版 　塩澤  玉聖 著

不能犯  ７ 　宮月新 原作

ウチにはクズがちょうどいい 　ざく  ざくろ 著

とりかえ・ばや  １３ 　さいとう  ちほ 著

ねことじいちゃん  ４ 　ねこまき 著

僕のヒーローアカデミア  １７ 　堀越  耕平 著

マキとマミ～

上司が衰退ジャンルのオタ仲間 　町田粥上司が衰退ジャンルのオタ仲間 　町田粥

やさしい絵入り扇子

・色紙・短冊・はがきの書き方 　奥平  朋子 著

上手くなるための書道レッスン

・楷書 　上籠  鈍牛 著

煙のようになって消えていきたいの 　斎藤  明美 著

大家さんと僕 　矢部  太郎　著

偶像崇拝殺人事件 　赤川  次郎 著

雲上雲下 　朝井  まかて 著

長く高い壁 　浅田  次郎 著

オーパーツ死を招く至宝 　蒼井  碧 著

レッドリスト 　安生  正 著

吸血鬼と死の花嫁 　赤川  次郎 著

修羅の都 　伊東  潤 著

イザベルに薔薇を 　伊集院  静 著

天の花 　伊吹  有喜 著

１ミリの後悔もない、はずがない 　一木  けい 著

維新と戦った男大鳥圭介 　伊東  潤 著

百年泥 　石井  遊佳 著



ひとり白虎 　植松  三十里 著

浅見光彦と七人の探偵たち 内田  康夫 （他）著

御盾  新装版 　上田  秀人 著

破矛  新装版 　上田  秀人 著

娘始末  新装版 　上田  秀人 著

モモコとうさぎ 　大島  真寿美 著

口笛の上手な白雪姫 　小川  洋子 著

父子ゆえ 　梶  よう子 著

テーラー伊三郎 　川瀬  七緒 著

虚談 　京極  夏彦 著

鉄鼠の檻 　京極  夏彦 著

路上のＸ 　桐野  夏生 著

ヒトごろし 　京極  夏彦 著

祝葬 　久坂部  羊 著

棲月 　今野  敏 著棲月 　今野  敏 著

隠密同心幻の孤影  ３ 　小杉  健治 著

げんげ 　佐伯  泰英 著

鳩の撃退法  上・下 　佐藤  正午 著

輝跡 　柴田  よしき 著

赤猫 　柴田  哲孝 著

そして、バトンは渡された 　瀬尾  まいこ 著

小説Ｘ 　蘇部  健一 著

風の陣  １  立志篇 　高橋  克彦 著

あきない世傳金と銀  ５  転流篇 　高田  郁 著

闇姫変化 　鳥羽  亮 著

身代わり忠臣蔵 　土橋  章宏 著

樽とタタン 　中島  京子 著

玄鳥さりて 　葉室  麟 著

ご用命とあらば、

ゆりかごからお墓まで 　真梨  幸子 著

愛が挟み撃ち 　前田  司郎 著

対決、示現流 　牧  秀彦 著



ディレイ・エフェクト 　宮内  悠介 著

報復の犬 　南  英男 著

異端刑事 　南  英男 著

超動く家にて 　宮内  悠介 著

棟居刑事悪の山  改版 　森村  誠一 著

刑事の怒り 　薬丸  岳 著

私の頭が正常であったなら 　山白  朝子 著

刑事学校 　矢月  秀作 著

花ひいらぎの街角 　吉永  南央 著

老侍 　吉川  永青 著

オンナの奥義 　阿川  佐和子 著

女盛りは心配盛り 　内館  牧子 著

老いを生きる覚悟 　曾野  綾子 著

河のほとりで 　葉室  麟 著

美女は天下の回りもの 　林  真理子 著美女は天下の回りもの 　林  真理子 著

永遠のおでかけ 　益田  ミリ 著

夫婦で行く東南アジアの国々 　清水  義範 著

コーヒーはぼくの杖 　岩野  響 （他）著

兵士を見よ 　杉山  隆男 著

されど愛しきお妻様 　鈴木  大介 著

オサムズマザーグース 　原田  治 画
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タイトルタイトルタイトルタイトル 著者著者著者著者

じゃぶじゃぶじゃぐちくん 　新井  洋行 著

うみキリン あきやま  ただし 著

ランとらんらん あおき　りえ 文・絵

はるのワンピースをつくりに 　石井  睦美 著

マフィー＆ジオ空とぶレシピ 　石津  ちひろ 著

さよならともだち 　内田  麟太郎 著



だるまちゃんとかまどんちゃん 　加古  里子 著

だるまちゃんとキジムナちゃん 　加古  里子 著

だるまちゃんとはやたちゃん 　加古  里子 著快盗戦隊ルパンレンジャー

ＶＳ警察戦隊パトレンジャー

さいきょうバトルずかん 　講談社

もうちょっともうちょっと きむら  ゆういち 著

せかいいちのサンドイッチ きむら  ゆういち 著

どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう 著

おこだでませんように くすのき  しげのり 著

もふもふあかちゃんパンダ 　神戸  万知 写真

どうぞのいす 　香山  美子 著

北極サーカス 　庄野  ナホコ 著

おいしそうなしろくま 　柴田  ケイコ 著

にゃんにゃん 　せな  けいこ 著

スプーンちゃん 　小西  英子 著

ブルドッグたんていと

きえたほし 　谷口  智則 著きえたほし 　谷口  智則 著

生きる 　谷川  俊太郎 著

ハンカチやさんのチーフさん 　どい  かや 著

さよならなんてだいきらい レベッカ・ドーティ 著

ともだちのやくそく 　中川  ひろたか 著

きかんしゃリトル

はじめてのぼうけん ティモシー・ナップマン 著

だきしめてほしくって カール・ノラック 著

ねぇ、わたしのことすき？ カール・ノラック ぶん

せかいいちのおともだち カール・ノラック 著

しあわせのおくりもの カール・ノラック 著

えがないえほん Ｂ．Ｊ．ノヴァク 著

さいこうのおたんじょうび カール・ノラック 著

うちのウッチョパス 　のぶみ 著

おはなみくまちゃん シャーリー・パレントー 著

いらないねこ 　ヒグチ  ユウコ 画

かぞえてみよう ディック・ブルーナ 著

わたしたしざんできるの ディック・ブルーナ 著



ミッフィーのはじめてのしりとり ディック・ブルーナ 画

きつねうどんたぬきうどん 　古内  ヨシ 著

おおきくなったらきみはなんになる？ 　藤本  ともひこ 著

子ネコのスワン 　ホリー・ホビー∥著

いっさいはん 　ｍｉｎｃｈｉ 著

注文の多い料理店 　宮沢  賢治 著

ばすくんのともだち 　みゆき  りか 著

ラクダのなみだ 　宮田  修　著

イースターのたまごの木

キャサリン

・ミルハウス 著

かたあしの母すずめ 　椋  鳩十 著

ほうまんの池のカッパ 　椋  鳩十 著

ドラえもん社会ワールド

－情報に強くなろう 藤子・Ｆ・不二雄 画

ときめき！心理テスト大じてん 　成美堂出版

信玄と謙信 　田中  顕　画

伊達政宗 　梅屋敷  ミタ 画伊達政宗 　梅屋敷  ミタ 画

新選組 　ひのみち 画

島津斉彬 　水谷  俊樹 原著

ドラえもん社会ワールド

－日本の地理とくらし 藤子・Ｆ・不二雄 画

地震がおきたら 　畑中  弘子 著

マルコとパパ 　グスティ 著

もしも月でくらしたら 　山本  省三 著

動物たちは、冒険家！ 　キム・トマス 著

つくってあそぼう  １６～２０

                    　　２６～３０ 　農山漁村文化協会

そだててあそぼう  ２７ 　農山漁村文化協会

まるごと発見！校庭の木

・野山の木 １～8 　農山漁村文化協会

うちのウッチョパス

アニメだいずかん 　のぶみ 原著

羽生善治監修子ども将棋入門 　安次嶺  隆幸 著

アンパンマン

どっち？どっち？めいろ やなせ  たかし 原著

たんじょう会は

きょうりゅうをよんで 　如月  かずさ 著

グドーさんのおさんぽびより たかどの  ほうこ 著

かいけつゾロリの大金もち 　原  ゆたか 著



かいけつゾロリの大どろぼう 　原  ゆたか 著ひみつのきもち

ぎんこうかぞくつうちょう

できました ふじもと  みさと 著

魔法の国の小さなバレリーナ  ３ エメラルド・エバーハート 著

パイパーさんのバス エリナー・クライマー 著


