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休館日

◆ナンバー 稲葉 英雄/著
◆話虫干 小路 幸也/著
◆迷宮 中村 文則/著
◆裏閻魔　２・３ 中村 ふみ/著
◆痛み 貫井 徳郎/著
◆ひなこまち 畠中 恵/著
◆日御子 帚木 蓬生/著
◆清須会議 三谷 幸喜/著

《小説》

◆アイスクリームの歴史物語 ローラ・ワイス/著
◆ケーキの歴史物語 ニコラ・ハンブル/著
◆にっぽん祭り日 森井 禎紹/著
◆秘密基地の作り方 尾形 孝弘/著

《風俗・習俗》

◆ふしぎがいっぱい！ニッポン文化 こどもくらぶ/編著
◆親子のための地震イツモノート 地震イツモプロジェクト/編
◆新・地震をさぐる 島村 英紀/著
◆こおり 前野 紀一/文
◆セミとわたしはおないどし 高岡 昌江/文
◆とんぼ 得田 之久/ぶん

◆地域を変えるデザイン 筧 裕介/監修
◆「戦争」で読む日米関係100年 簑原 俊洋/編
◆“結果を出している”上司が、密かにやっていること 

内海 正人/著
◆部落解放運動の歩み100項 部落解放・人権研究所/編
◆子どもを信じること 田中 茂樹/著

◆烏に単は似合わない 阿部 智里/著
◆ラバー・ソウル 井上 夢人/著
◆最果てアーケード 小川 洋子/著
◆ケルベロスの肖像 海堂 尊/著
◆ふくろう 梶 よう子/著
◆ぼくらは都市を愛していた 神林 長平/著
◆尋ね人 谷村 志穂/著
◆ビブリア古書堂の事件手帖　３ 三上 延/著
◆母の遺産 水村 美苗/著

《小説》

※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。

　過去の人とされていた作家の素晴らし
い原稿を手にした若手文芸編集者が、い
くつものハードルを越え、本を届けるた
め奔走する一冊の本ができ上がるまでの
物語です。

『クローバー・レイン』
大崎梢/著　ポプラ社

　オランダ生まれのキャラクター・
ミッフィーと、同じオランダ生まれの
画家・フェルメールの作品を見てい
きます。子どもの目を通して進んで
いくので、新たな発見があります。

《児童書》

『ミッフィーと
　 フェルメールさん』

菊池敦己/構成　來嶋路子/編集
美術出版社

《社会・教育》

　赤ちゃんには不思議がいっぱい・・・
　新生児期、乳幼児期の赤ちゃんは、何
を見て、何を聞いて、何を感じているの？
赤ちゃんを見る目が変わる「なるほど！」
が満載の一冊です。

『なるほど！赤ちゃん学―
　ここまでわかった赤ちゃんの
　不思議―』

玉川大学赤ちゃんラボ/編　新潮社

◆おつかいまなんかじゃありません 柏葉 幸子/作
◆アッチとドララちゃんのカレーライス 角野 栄子/作
◆いちねんせいがうたいます! 北川 チハル/作
◆ちょっとだけタイムスリップ 花田 鳩子/作

《よみもの》

　魔女の家に引き取られることになった
女の子・アーヤ。魔女に立ち向かうための
魔法をこっそり作ろうとしますが…？
　「ファンタジーの女王」と呼ばれた著者
の遺作です。素敵な挿絵も必見です。

『アーヤと魔女』
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/作　
田中薫子/訳　佐竹美保/絵　徳間書店

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

岸本中学校
職場 体験

　7月19日（木）日光小学校の生徒が、図書館
見学にやってきました。
　今回は、下級生が新しく入った本の装備を、
上級生が戻ってきた本を棚に戻す業務を行い、
お互いの借りたい本の貸出業務も行いました。
　短い時間であっという間でしたが、楽しく体
験できました。

　図書館の本を元の場所へ返す作業
や、カウンターでの貸し出し作業の他、
本の整備、おすすめの本選びなど、裏
方の作業も体験しました。
　また保育所では、自分たちで選んだ
絵本の読み聞かせをしました。
　読み聞かせの体験は、緊張したけれ
ど、とても印象に残ったようです。

図書館の書架の整頓をしています

『なつのいちにち』を読みましたおすすめの本コーナーをつくりました
記念に一枚

『おこる』を読みました

『じてんしゃにのるアヒルくん』
『よりみちエレベーター』を読みました。

日光小学校オリエンテーション日光小学校オリエンテーション 溝口図書館

岸本図書館岸本図書館

溝口図書館溝口図書館

中学生の
感想より

職員の目線で見ると、図書館はいつも利用している時と全く違う雰囲気でとても新鮮でした。
本棚の整理や配架などの仕事は、目立つ仕事以上に大切だとわかりました。
ありがとうございました。

ふたば保育所
読み聞かせ

日光小学校
おはなし会

　７月３日（火）～６日（金）の４日間、岸本中学校の２年生５名が、溝口
図書館・岸本図書館で職場体験をしました。
　期間中は本の貸出や返却業務だけでなく、小学校や保育所での
おはなし会も体験しました。しっかりと丁寧なあいさつをし、業務に
取り組んでいるのが印象的でした。
　４日間、お疲れさまでした。
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