
一年で一番寒い月といわれる二月がやってきました。風邪などひかぬよう、防寒対策をしっかりして、温

かいものを食べて過ごしてくださいね。

来月三月には蔵書点検を予定しており図書館はお休みをいただきます。（詳しくは下記をご覧ください）

二月は通常通り開館しますので、ぜひたくさん図書館をご利用くださいね！

表郷図書館カレンダー
…休館日

※掲載情報は全て1/25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

表郷図書館休館期間 ： 2023年3月7日（火）～2023年3月14日（火）

２０２3年2月号

年末

図書館開館時間外（図書館休館日含む）に返却ご

希望の方は、ブックポストをご利用ください。なお、CD・

DVD、大型絵本、相互貸借の資料、その他貸出の際

に職員より返却について指定のあったものについては図

書館開館時間内に必ず窓口に返却するようお願いい

たします。

新着のおすすめ

図書館内のすべての本の所在や状態の確認などを行う蔵書点検を上記の日程で行います。それに伴い

図書館は休館となりますのでご利用の際はご注意ください。また、この間はブックポストをご利用いただけま

す。なお、市立・大信・東各図書館の蔵書点検の日程についてはお問合せください。

ジブリパーク編著 (689.5/ｼ)

『ジブリパーク公式ガイドブック』

巷で話題のジブリパーク。所在地が遠いので

なかなか簡単には足を運べませんが、誰もが知

るジブリアニメの世界観が広がっているジブリ

パークの様子をこのガイドブックでは見ることが

出来ます。読むだけでも楽しく、いつか観光す

るための予習にもおすすめです◎
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2月

現在は【建国記念の日】と呼ばれるこの日。初代天皇とされ

る神武天皇即位の記念日ということで1948年までは【紀元

節】と呼ばれていました。高校時代の社会科の先生に「2月

11日の祝日はだるま市の日じゃないぞ！」と言われたことのある

某司書…。白河市民あるあるではないでしょうか…。

２
11

参考：『ポプラディア第三版』ポプラ社(Ｊ031/ﾎ)
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3月

ハシビロコウ

群れるのではなく、

単独で行動することが多い。

何時間も水辺に立って獲物

を捕らえる機会を狙ってい

ます。

今月号のおたよりにはハシビロコウのハシビーが

初登場します(^o^)

タイトル 著者 タイトル 著者

これから３０年をゴキゲンに生きる。 横森理香／著 ひとり旅日和 4 秋川滝美／著

るるぶ青森 ’２４ ＪＴＢパブリッシング 魔弾の標的 麻見和史／著

るるぶ草津伊香保みなかみ四万
  ’２４

ＪＴＢパブリッシング 光のとこにいてね 一穂ミチ／著

るるぶ千葉房総 ’２４ ＪＴＢパブリッシング 一睡の夢 伊東潤／著

るるぶ大阪ベスト ’２４ ＪＴＢパブリッシング 継ぐ者 上田秀人／著

Ｑ＆Ａ確定申告 ２０２３年対応 中島孝一／著 家康の海 植松三十里／著

息子が学校に行けなくなりました。 花森はな／著 鎌倉駅徒歩８分、空室あり 越智月子／著

シンママのはじめて育児は自閉症の子でしたまる／著 お龍のいない夜 風野真知雄／著

みんなで！福島  ２０２２－２３ クリエイティヴエーシー編集∥編 潜入味見方同心 5 風野真知雄／著

８０代から認知症はフツー 和田秀樹／著
心霊探偵八雲
ＩＮＩＴＩＡＬ　ＦＩＬＥ幽霊の定理

神永学／著

ふくしま家づくりの本 ２０２３年版 エス・シー・シー∥編集 秋雨物語 貴志祐介／著

バスマガジン ｖｏｌ．１１６ 講談社 チンギス紀 15 北方謙三／著

新・日本懐かし自販機大全 魚谷祐介／著 タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース 窪美澄／著

廃線系鉄道考古学 ２０２２Ｖｏｌ．４
岡本憲之
／総合プロデューサー

連鎖 黒川博行／著

全日本鉄道バス旅行地図帳
 ２０２２年版

小学館クリエイティブ 向島・箱屋の新吉  新章３ 小杉健治／著

鉄道遺産をめぐる 旅と鉄道編集部∥編 ホテルクラシカル猫番館 6・7 小湊悠貴／著

秘蔵映像でよみがえる
日本の廃線５０

ＮＨＫ「にっぽんの廃線」制作班
／著

荒ぶるや 佐伯泰英／著

ジブリパーク公式ガイドブック ジブリパーク／編著 妖かしの子 知野みさき／著

これは経費で落ちません！ 10 青木祐子／著 風の値段 堂場瞬一／著

介錯人 藤井邦夫／著 罪の境界 薬丸岳／著

妖の絆 誉田哲也／著 私のことだま漂流記 山田詠美／著

罠地獄 南英男／著 闘え！ミス・パーフェクト 横関大／著

毒蜜　6 南英男／著 たりる生活 群ようこ／著

新着図書(一般)
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オールカラーマンガ
小学生で身につけたい
世界を広げる教養力

上田紀行／監修
ドラえもん探究ワールド
ねむりと夢のふしぎ

藤子・Ｆ・不二雄／まんが

ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌ
みんなのためのデジタル入門

藤子・Ｆ・不二雄／まんが
みんなが知りたい！
不思議な「毒」のすべて

「毒のすべて」編集室／著

ドラえもん探究ワールド
本の歴史と未来

藤子・Ｆ・不二雄／まんが ほねほねザウルスパーフェクト図鑑 カバヤ食品株式会社／監修

小学生博士の神社図鑑 佐々木秀斗／著
動画で完全マスター！

小学生のミニバスケットボール
上達のポイント５０

菅原恭一／監修

津田梅子 ＲＩＣＣＡ∥画
〈萌えすぎて〉絶対忘れない！
妄想古文

三宅香帆／著

北条義時 野間　与太郎∥画 ６年１組黒魔女さんが通る！！　18 石崎洋司／作

モーツァルト 朝吹  まり∥画 考えたことなかった 魚住直子／著

１０歳から読める・わかる
いちばんやさしい刑法

和田俊憲／著 おばけのアッチ　チとキがいない！ 角野栄子／さく

中学生から身につけておきたい
賢く生きるための金融リテラシー

子どもの学び編集部／著 うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠るい／さく

ちびまる子ちゃんの仕事の見つけかた
さくらももこ
／キャラクター原作

うさぎのモニカのケーキ屋さん　2 小手鞠るい／さく

こども労働法 山下敏雅／共著 鈴の音が聞こえる 辻みゆき／著

実験対決　43 洪鐘賢／絵
おしりダンディザ・ヤング
きょうりゅうのしま

トロル／著

みんなが知りたい！
「地球のしくみ」と「環境問題」

北原義昭／監修 あやし、おそろし、天獄園 廣嶋玲子／作

きょうりゅう Ｇａｋｋｅｎ スノーマン レイモンド・ブリッグズ／原作

すごすぎる身近な植物の図鑑 鈴木純／著 ねむらせやのネミイ 阿部結／作

こんちゅう Ｇａｋｋｅｎ せかいいちのモンスター 新井洋行／作

ゆるゆる昆虫図鑑 さのかける／まんが ゆきおんな いもとようこ／文・絵

鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 小宮輝之／監修 おばけのしかえし 内田麟太郎／文

ウルトラマンデッカーデッカー＆
ヒーローバトルずかん

小学館 ポコポコクリスマスクッキー さかいさちえ／作・絵

新着図書(児童)



ことばとふたり ジョン・エガード／ぶん カレーはあとのおたのしみ シゲタサヤカ／著

ふんがふんが おおなり修司／文 ラッキーカレー シゲタサヤカ／作

ぼくだけがしっている
ヘンテコなきかいのしくみ

大串ゆうじ／作・絵 ハルルさんのひでんのカレー すずきもも／作

せかいでいちばんおおきなネコ 風木一人／作 はじめまして！ベイビーシャーク Ｇａｋｋｅｎ

仮面ライダーギーツ＆全仮面ライダー
ひみつ大百科

講談社 たびする木馬 牡丹靖佳／作

ひ・る・ご・は・ん！ 武田美穂／作 のりもののーせてのせて 三浦太郎／作

ねことことり たてのひろし／作 ティーパーティで大事件！ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／原作

ねずみくんだーれだ？ なかえよしを／作 きのこぼうやともりのおしごと やまだみかこ／作

ひつじのショーンスペシャル
クリスマスがやってきた！

アードマン・アニメーションズ
／原作

交通安全大王 よしながこうたく／さく

にじいろのさかなとおはなしさん マーカス・フィスター／作 きょうりゅうバスでがっこうへ リウスーユエン／文

にらめっこだいこん わびみよ／作・絵

≪オスワンくんの花鳥風月 ～ひと月一羽(話)≫
つき いちわ

『ダンスの練習に励むオスワンくん』

オスワンくんはアイドルなので、日々ダンスの練習に励

んでいます。いつもはのんびりして見えるオスワンくんも、

踊りだせば一変！指先からつま先までのキレッキレの

動きに魅了されること間違いなしです。きっといつか皆

さまにもお披露目できるときがくるかも…？

練習着にもこだわるオスワンくん。今日のファッション

のポイントはヘアバンドだそうです 

今月はハシビーの誕生日！

今月号ではハシビーを簡単に紹介します 

ハシビーはOMGと同じ事務所に所属する

演技派・ハシビロコウ系アイドルです。

詳しくは右の自己紹介カードをご覧くださいね！

これから、表郷図書館のおたよりなどに登場する

ことも多いかと思いますので、

以後お見知りおきを◎

『僕、ハシビー。』


