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図書つうしん
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館

《児童書・よみもの》 
◆つくろいものやはじめます 水沢いおり/作
 
《えほん》 
◆地球をほる 川端誠/作
◆どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ/さく
◆もりのおくのおちゃかいへ みやこしあきこ/著

二部公民館図書室

新　着　図　書　情　報

月1

◆ロートケプシェン、こっちにおいで 相沢沙呼/著
◆一分ノ一（上・下巻） 井上ひさし/著
◆クリスタル・ヴァリーに降りそそぐ灰 今村友紀/著
◆無伴奏 太田忠治/著
◆悪の教典 貴志祐介/著
◆東京ピーターパン 小路幸也/著
◆建礼門院徳子 鳥越碧/著
◆ぐるぐる七福神 中島たい子/著
◆謎解きはディナーのあとで２ 東川篤哉/著
◆放蕩記 村山由佳/著
◆花明かり 山本一力/著
◆赤絵そうめん 山本兼一/著
◆一匹羊 山本幸久/著

《小説》

◆パパはバードマン デイヴィット・アーモンド/著
◆完訳　オズの魔法使い ライマン・フランク・ボーム/著
◆完訳　オズのオズマ姫 ライマン・フランク・ボーム/著
◆宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング/作
◆宇宙の誕生 ルーシー・ホーキング/作

《児童書・よみもの》

《小説》
◆真夜中の探偵 有栖川有栖/著
◆闇の喇叭 有栖川有栖/著
◆伊賀忍び控え帖 津本陽/著
◆夜と朝のあいだに 蓮見圭一/著
◆赤い三日月（上・下巻） 黒木亮/著
◆ランウェイ 幸田真音/著
◆小説友情無限 井沢元彦/著
◆すべて真夜中の恋人たち 川上未映子/著
◆コーヒーもう一杯 平安寿子/著
◆猫は忘れない 東直己/著
◆ゴーグル男の怪 島田荘司/著
◆鬼物語 西尾維新/著
◆空虚の冠（上・下巻） 楡周平/著
◆破断 笹本稜平/著
◆任俠病院 今野敏/著
◆かわいそうだね 綿矢りさ/著
◆水の柩 道尾秀介/著
◆おれたちの青空 佐川光晴/著

《児童書・よみもの》 
◆ラブレター物語 丘修三/作
◆妖精のぼうし、おゆずりします。 あんびるやすこ/作
◆もぐらのたくはいびん 斉藤洋/作
◆モコモコちゃん家出する 角野栄子/作
◆流れ行く者 上橋菜穂子/作
◆しあわせアパート 仁科幸子/著
◆小公女 F・ホジソン・バーネット/作
◆クラーケンの島 エヴァ・イボットソン/著
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2012年を読む！2012年2012年をを読む！読む！2012年を読む！

経済の復活、政治と社会になにが必要
か、震災後の日本が直面する難題への
提言。巻末には「10年後の日本」が記さ
れています。

『日本の論点』
文藝春秋/編 
文藝春秋

経済を根底から覆す歴史的大逆転がやっ
てくるのか。その歴史的大逆転で私たちの
生活はどうなるかをシュミレーションし、
起きる出来事を詳しく紹介しています。

『2012年の
　大逆転』

浅井隆/著
第二海援隊

福島第一原発の事故の事実認識の上
にたって、復興財源、エネルギー問題、
外交政策について提言しています。

『日本復興計画』
大前研一/著
文藝春秋

今からおよそ９００年前、混迷した平
安時代末期に武士の新興勢力、平氏の
もとで育てられた少年は、後の大将に
なる。清盛像を描いたシリーズです。

『平清盛　一』
藤本有紀/作
NHK出版

いよいよ今年、東京スカイツリーが完
成します。タワー大国の日本と言わしめ
る、タワーの歴史から珍塔・名塔などを
紹介しています。

『このタワーが
　 すごい！』

鈴木重美/著
中央公論新社

７月にロンドンオリンピックが開催さ
れます。ロンドンの他、コッツウォルズ
や湖水地方まで、見ても楽しめるガイ
ドブックです。

『るるぶイギリス』
JTB
パブリッシング
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今年は
どんな年？

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。本年もどう
ぞ図書館をよろしくお願いいたします。
　毎年この時期、運勢や占いの本が書店の店頭を賑
わせています。今年も良い年であってほしい、と願う
のは当然ですが、ちょっと怪しげなものもチラホラ。
しかし「当たるも八卦、当たらぬも八卦」で余裕を
もって見れば、それなりに楽しめる本でもあり、元気
をもらうことができるかもしれません。（残念ながら
図書館には占い関係の本は所蔵していません。）

　ちなみに、暦道によれば今年、辰年のラッキー方
位は「北北西」のようで、いわゆる恵方と呼ばれる方
向です。恵方とは、年の福徳を司る神、歳徳神（としと
くじん）が降臨し立春から節分までの一年間、様々な
ことに大吉とされる方位なのだそうです。となれば、
節分の恵方巻が今から楽しみです。

新年おめでとうございます

木村研さん
手作り絵本教室
木村研さん
手作り絵本教室 郷土講座郷土講座

おはなし会おはなし会 第4回・偉人展第4回・偉人展秋の秋秋の秋の
イベント紹介
秋秋秋秋ののののの
イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介イベント紹介

手のひらに乗る小さな本、紙を折り畳んで切込み
を入れて作る本。色々な楽しいアイディアに参加
者の方から驚きの声があがっていました。

池田亀鑑の古典文学に
対する情熱と郷土への想
いが伝わってきました。

原豊二先生

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

里藤知子さん

※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。

今月は
読み物がたくさん
入っています！
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《児童書・よみもの》 
◆つくろいものやはじめます 水沢いおり/作
 
《えほん》 
◆地球をほる 川端誠/作
◆どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ/さく
◆もりのおくのおちゃかいへ みやこしあきこ/著
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休館日

◆ロートケプシェン、こっちにおいで 相沢沙呼/著
◆一分ノ一（上・下巻） 井上ひさし/著
◆クリスタル・ヴァリーに降りそそぐ灰 今村友紀/著
◆無伴奏 太田忠治/著
◆悪の教典 貴志祐介/著
◆東京ピーターパン 小路幸也/著
◆建礼門院徳子 鳥越碧/著
◆ぐるぐる七福神 中島たい子/著
◆謎解きはディナーのあとで２ 東川篤哉/著
◆放蕩記 村山由佳/著
◆花明かり 山本一力/著
◆赤絵そうめん 山本兼一/著
◆一匹羊 山本幸久/著

《小説》

◆パパはバードマン デイヴィット・アーモンド/著
◆完訳　オズの魔法使い ライマン・フランク・ボーム/著
◆完訳　オズのオズマ姫 ライマン・フランク・ボーム/著
◆宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング/作
◆宇宙の誕生 ルーシー・ホーキング/作

《児童書・よみもの》

《小説》
◆真夜中の探偵 有栖川有栖/著
◆闇の喇叭 有栖川有栖/著
◆伊賀忍び控え帖 津本陽/著
◆夜と朝のあいだに 蓮見圭一/著
◆赤い三日月（上・下巻） 黒木亮/著
◆ランウェイ 幸田真音/著
◆小説友情無限 井沢元彦/著
◆すべて真夜中の恋人たち 川上未映子/著
◆コーヒーもう一杯 平安寿子/著
◆猫は忘れない 東直己/著
◆ゴーグル男の怪 島田荘司/著
◆鬼物語 西尾維新/著
◆空虚の冠（上・下巻） 楡周平/著
◆破断 笹本稜平/著
◆任俠病院 今野敏/著
◆かわいそうだね 綿矢りさ/著
◆水の柩 道尾秀介/著
◆おれたちの青空 佐川光晴/著

《児童書・よみもの》 
◆ラブレター物語 丘修三/作
◆妖精のぼうし、おゆずりします。 あんびるやすこ/作
◆もぐらのたくはいびん 斉藤洋/作
◆モコモコちゃん家出する 角野栄子/作
◆流れ行く者 上橋菜穂子/作
◆しあわせアパート 仁科幸子/著
◆小公女 F・ホジソン・バーネット/作
◆クラーケンの島 エヴァ・イボットソン/著

三国志から遡ること200年。劉邦の子孫
で古代中国の名君、光武帝の生涯を、中
国歴史小説の巨匠が鮮やかに描いた３
部作です。

『草原の風　上・中・下巻』
宮城谷昌光/著
中央公論新社

同じ警察官という父を持つ二人の少年が
被害者と加害者の家族になり二人の関係
は崩れていく…。タイトルの『親友』でなく、
『真友』とあるところの意味を考えます。

『真友』　
鏑木蓮/著
講談社

NGO活動に生きる女性とプロの人道支援
者の男性との世界を舞台にした恋愛小説
です。人道支援に携わる人が直面する過酷
な現実にも目を向けてもらいたい本です。

『ここを出ろ、そして生きろ』 
松原耕二/著
新潮社 　　
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今年は
どんな年？

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。本年もどう
ぞ図書館をよろしくお願いいたします。
　毎年この時期、運勢や占いの本が書店の店頭を賑
わせています。今年も良い年であってほしい、と願う
のは当然ですが、ちょっと怪しげなものもチラホラ。
しかし「当たるも八卦、当たらぬも八卦」で余裕を
もって見れば、それなりに楽しめる本でもあり、元気
をもらうことができるかもしれません。（残念ながら
図書館には占い関係の本は所蔵していません。）

　ちなみに、暦道によれば今年、辰年のラッキー方
位は「北北西」のようで、いわゆる恵方と呼ばれる方
向です。恵方とは、年の福徳を司る神、歳徳神（としと
くじん）が降臨し立春から節分までの一年間、様々な
ことに大吉とされる方位なのだそうです。となれば、
節分の恵方巻が今から楽しみです。

新年おめでとうございます

木村研さん
手作り絵本教室
木村研さん
手作り絵本教室 郷土講座郷土講座

おはなし会おはなし会 第4回・偉人展第4回・偉人展秋の読書週間秋の読書週間
イベント紹介イベント紹介

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

※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。

今月は
読み物がたくさん
入っています！


