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二部公民館図書室 （ T e l ） 62－7159
岸本図書館　　　 （ T e l ）  6 8－3617
溝口図書館　　　 （ T e l ） 62－0717

日光公民館図書室 （ T e l ）  6 3－0306

図書 つうしん
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館
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◆もう一枝あれかし あさの あつこ/著
◆高砂 宇江佐 真理/著
◆海と月の迷路 大沢 在昌/著
◆ゼツメツ少年 重松 清/著
◆漂流者たち 柴田 哲孝/著
◆黒田官兵衛その生涯 不破 俊輔/著
◆あさきゆめみし　上 ジェームス三木/著
◆スナックちどり よしもと ばなな/著

《小説》

◆名探偵コナン推理ファイル農業と漁業の謎 青山 剛昌/原作
◆ハブラシくん 岡田 よしたか/作
◆クリスマスのおばけ せな けいこ/作　絵
◆極限世界の生き物図鑑 長沼 毅/監修
◆異常気象の大研究 三上 岳彦/監修
◆やあ、やあ、やあ！おじいちゃんがやってきた 村上 しいこ/作

《児童書》

◆おいしくカラダが温まる作りおきのしょうがレシピ  
 大庭 英子/著
◆満たされスープ 美才治 真澄/著
◆1～3玉で編む大人の手編みこもの ブティック社
◆北欧のガーデンニット アルネ&カルロス/著

《さむい季節に・・・》

※図書館（室）にない本は、リクエスト・予約できます。
※リクエスト・予約は電話でも受付けています。
※図書館（室）で借りた本は、溝口図書館・岸本図書館・
　二部公民館・日光公民館どこでも返却できます。
※本が破損・汚損した場合は、そのままの状態でカウンター
　までお持ちください。

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

《小説》
◆青に捧げる悪夢 岡本　賢一/ほか著
◆天翔る施風（かぜ） 朝香 祥/著
◆烏は主を選ばない 阿部 智里/著
◆晩夏光 池田 久輝/著
◆ヒカルの卵 森沢 明夫/著

《趣味いろいろ》
◆乗馬はじめました。 平島 文江/著
◆茶席で役立つ英会話 世界文化社
◆ベリーダンス用語集 ベリーダンス　ジャパン編集部/編著
◆歌舞伎 河竹 登志夫/著
◆ノスタルジックな切り紙＆モビール はたお きょうこ/著
◆上手くなる！水中写真 マリンフォト/編集
◆楽しい絵本のつくりかた 千葉　幹夫/監修

《児童書》
◆つぎはわたしのばん いもと ようこ/作　絵
◆さわさわもみじ ひがし なおこ/作
◆フルーツがきる！ 林 木林/作
◆ちいさなはくさい くどう なおこ/作
◆ネコがすきな船長のおはなし インガ ムーア/作　絵
◆日食・月食のひみつ 関口 シュン/絵　文
◆町工場の底力　1 かもがわ出版
◆カビのふしぎ　調べよう 井沢 尚子/著
　　　　　　　　実験しよう 井沢 尚子/著
◆だまし絵の世界 北岡 明佳/監修
◆女の子のおりがみ！ COCHAE/著
◆洞くつの世界大探検 庫本 正/著

　干し柿は、どんな柿から作られて
いるか知っていますか？最近では、
家庭で作ることが少なくなってきま
した。干し柿を作る時、雨に当たら
ないようにしたり、やさしく揉んだり
するなど、工夫しています。この機
会に、家庭で作ってみませんか？

『おばあちゃんとつくったよ！おいしいほしがき』
ひさかたチャイルド

　体の冷えや、ダイエットに効果の高い
生姜。でも、皮をむいたり、おろしたりす
るのが大変という人のために、簡単にお
いしく食べられる、ストックおかずが紹介
されています。生姜を食べて、寒さに負
けない体を作りましょう！

『おいしくカラダが温まる

   作りおきのしょうがレシピ』

成美堂出版

　自分、他人、起きた出来事そして自分
の人生・・・。悩みが多くてイヤだと思った
ら…。
　お坊さんが教えてくれる、心がふわっ
と軽くなる４５のヒント。

『悩みが消えるお坊さんの言葉』
羽鳥 裕明/著
サンマーク出版

としょかんのきろく

12月から毎月第4火曜日10：30～11：00「おいでおいでのおはなし会」が溝口図書館であります。お楽しみに☆
はじまるよ! 楽しいおはなし会のお知らせ

春春

夏夏

秋秋

春 秋
から

年末年始休館のお知らせ

※年内の開館は、12月27日(金)までです。
　新年は、平成26年1月4日(土)から開館します。

12月28日(土)～1月3日(金) 休館日

５月の展示の様子。本と一緒に松尾東志子さん製作による
パッチワークを展示しました。細部まで丁寧に仕上げてあり、
素敵な作品でした。ありがとうございました。

春の読書週間の展示の様子。
テーマ「本の中のすいぞくかん きみもおさかな博士」

“日光小学校オリエンテーション”
友達同士で貸出をしました。
お疲れ様でした☆

“貴寿美学園の研修会で
　　　　　　　出前図書館”
みなさん手にとって見ておられました。

“夏のスペシャルおはなし会”
おにっ娘を結成後、初めての
おはなし会でした！

“日野高校・
　岸本中学校職場体験”　
読み聞かせや、貸出業務
などに挑戦しました！

動く絵本の世界へ☆
“第１回　DVD上映会”

“秋のスペシャルおはなし会”
季節のうたや絵本、わらべうた。
どれも好評でした！

触って、めくって。
不思議な本もありました。
岸本小学校・八郷小学校が
まち探検で図書館に来館。
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