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休館日

◆密話 石川 宏千花/著
◆うちのタマ知りませんか? 伊藤 綾子/著
◆春はそこまで 志川 節子/著
◆贖罪の奏鳴曲(ソナタ) 中山 七里/著
◆螢草 葉室 麟/著
◆55歳からのハローライフ 村上 龍/著
◆しょうがの味は熱い 綿矢 りさ/著

《小説》

◆着物リメイクで私だけのお気にいり服 パッチワーク通信社
◆人気のパッチワークデザイン ブティック社
◆ちいさなキャンドルクラフト 福間 乃梨子/著
◆喜ばれるおもてなし和食 宮澤 奈 /々著

《生活》

◆赤い高粱 莫言/著
◆カジュアル・ベイカンシー 　1・２ J.K.ローリング/著
◆私と踊って 恩田 陸/著
◆眩談 京極 夏彦/著
◆絶対服従者(ワーカー) 関 俊介/著
◆ふる 西 加奈子/著
◆空白を満たしなさい 平野 啓一郎/著
◆神去なあなあ夜話 三浦 しをん/著

《小説》

◆すぐわかる琳派の美術 仲町 啓子/監修
◆民藝の教科書　３ 萩原 健太郎/著
◆UVレジンだからできる大人ジュエルなアクセサリー a.k.b./著
◆ORIROBO フチモト ムネジ/著
◆ピアノの歴史 大宮 眞琴/著
◆明治演劇史 渡辺 保/著
◆間抜けの構造 ビートたけし/著
◆僕らがサッカーボーイズだった頃 元川 悦子/著
◆ベリー・フルーツ・季節の実ものフラワーアレンジ講座 永塚 慎一/著

《芸術・スポーツ》

◆もっといろいろばあ 新井 洋行/作
◆ぼく、アンパンマンです! やなせ たかし/原作
◆むぎゅむぎゅよいしょ 板橋 敦子/作　絵
◆ブレーメンのおんがくたい グリム/原作
◆ふゆはふわふわ 五味 太郎/作
◆おたすけこびととハムスター なかがわ ちひろ/文
◆あかちゃんがぴたっ チェ ジョンソン/文
◆だっこだっこ! 福田 岩緒/作　絵
◆へびちゃんおしゃべりだいすき! きむら ゆういち/作

《絵本》

※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。

◆イラスト地図でおぼえる47都道府県 田部 俊充/監修
◆つるばら村の魔法のパン 茂市 久美子/作
◆だいすき、でも、でもね 二宮 由紀子/文
◆どうぶつがいっぱい ダウン・シレット/作

《児童書》

　ちりめんを使って四季ごとに飾れ
る、つるし飾りと小物を紹介。他にも、
贈りものとしてネックレスやかんざ
し、結婚祝いのうさぎの夫婦なども紹
介してあります。作品集として見るの
も楽しい１冊です。

『奈良・愛彩の季節の
　つるし飾りとちりめんこもの』

定森朗子・定森三保・定森加奈/著
パッチワーク通信社

　長くはたらいて古びてきた、しゃもじ
いさんは、新しくはたらく場所を探しに
旅に出ました。夜の町には、すてられ
た道具たちが沢山いました。そこで、一
緒にはたらく場所を探すことにしまし
た。物を大切にするという事を気づか
せてくれます。親子でぜひ読んでみて
ください。

『しゃもじいさん』
かとうまふみ/著　あかね書房

この本では、初心者でも、気軽に
水彩スケッチを楽しみ、上達でき
る方法が紹介されています。水彩
スケッチを始めてみたい人や、も
っと上達したい、というひとにおす
すめの１冊です。

『絶対失敗しない
   水彩スケッチ入門』

山田雅夫/著　成美堂出版

さこももみ/作　講談社
幼稚園であった友だちとの思い出が
季節ごとに温かく描かれています

『さよなら　ようちえん』
人形師　福田東久/著　近代映画社
それぞれの人形の特徴や、ひな飾り
の歴史・飾り方、片づけ方などが詳し
く書かれています。

『雛まつり　親から子に
 伝える思い』

卒業式ソング取材班　ダイヤモンド社刊
中高生なら一度は歌ったことのある
曲。当時作られた先生方の温かい想
いが書かれている１冊です。

『旅立ちの日に』の奇蹟

本のリサイクル市 開催のお知らせ

　37歳で保育園へ転職という
新たな世界へ飛び込んだ「すー
ちゃん」。結婚して子供を産んで
お母さんとして人生を送ってい
たはずなのに・・・。そんな、すーち
ゃん『久々のときめき』を紹介。

　2019年。表現を取り締まる
『メディア良化法』が成立して30
年。高校時代に会った、図書隊
員の王子様を見つけ、検閲から
本を守るための組織図書隊に入
隊した笠原郁。頑張りがみとめ
られエリート部隊に配属された
が・・・?!

　近年、本から映画化・ドラマ化をすることが多くなり、読んでみたいという声をよく耳にするようになりました。
そこで、ごく一部ですが紹介します！

　早いもので、もう3月となりました。昔から1月は『行く』、2月は『逃げる』、3月は『去る』と
言われていますが、『去る』と言われている3月にも多くの楽しみがあります。ひな祭りや、ホ
ワイトデー、彼岸市、新たな旅立ちを祝う卒業式・・・。今月も楽しく過ごしましょう♪
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保存期間の過ぎた雑誌などを無料でおわけします。ぜひお出かけ下さい。

と　き　3月16日(土)～24日(日)　9:30～16:30
ところ　溝口図書館

※一人雑誌5冊、その他の本5冊。同種類の雑誌は、一人2冊までです。
※持ち帰り用の袋をご持参ください。

2013年に される本メ デ ア 化ィ

益田ミリ/著　幻冬舎
『すーちゃんの恋』

有川浩/著　角川書店
『図書館戦争』

☆永遠の０ 百田尚樹/著　太田出版 ☆プラチナデータ 東野圭吾/著　　幻冬舎
☆だいじょうぶ３組 乙武洋匤/著　講談社 ☆舟を編む 三浦しをん/著　 光文社その他の作品

絵本
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