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溝口図書館　　　 （ T e l ） 62－0717

日光公民館図書室 （ T e l ）  6 3－0306
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二部・日光公民館

◆海の底 有川 浩/著
◆忘れられたワルツ 絲山 秋子/著
◆突破口 笹本 稜平/著
◆一度も愛してくれなかった母へ、一度も愛せなかった男たちへ
 遠野 なぎこ/著
◆陰陽師信長 土岐 信吉/著
◆夢をかなえるゾウ　２ 水野 敬也/著
◆花鳥の夢 山本 兼一/著
◆手のひらの砂漠 唯川 恵/著
◆冬の蜃気楼 山田 太一/著

《小説》

二部公民館図書室

◆夢を売る男 百田 尚樹/著
◆図説宮中晩餐会 松平 乘昌/編
◆望郷 湊 かなえ/著
◆犬から聞いた素敵な話 山口 花/著

《一般書》

◆世界のかわいい民族衣装 上羽 陽子/監修
◆旦那サマはブータン人 小豆だるま/作
◆映画のなかのちょっといい英語 原島 一男/著

《外国の文化・言葉》

◆くうこうのいちにち インクリンク/絵
◆おばけにょうぼう 内田 麟太郎/文
◆ガール♥マジックお手紙レッスン 寺西 恵里子/作
◆チリとチリリちかのおはなし どい かや/作
◆ちっちゃなトラックレッドくんとブラックくん
 みやにし たつや/作　絵
◆とっておきの標語 村上 しいこ/作

《児童》

◆梅雨前線の正体 茂木 耕作/著
◆激しい大気現象 新田 尚/著
◆科学者も知らないカガクのはなし 齋藤 勝裕/著

《自然科学》

◆ニャンともクマったもんだ 新井 洋行/作
◆シルクハットぞくはよなかのいちじにやってくる
 おくはら ゆめ/作
◆からすのおかしやさん かこ さとし/作　絵
◆カエルのおでかけ 高畠 那生/作
◆どっかんだいこん いわさ ゆうこ/作

《絵本》

◆お願い!フェアリー♥10 みずの まい/作
◆写真で読み解く語源大辞典 沖森 卓也/監修
◆写真で読み解くことわざ大辞典 倉島 節尚/監修
◆かんたん手芸　全７巻 小峰書店
◆なりたい!知りたい!調べたい!人命救助のプロ　全４巻
 こどもくらぶ/編　著

《児童》

※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。

　ケープドリとツングステンは、何
かいいものを「発明」することにし
ました。紙からはみだし、壁にもい
っぱい書かれたケープドリの発明。
スイッチ部分が、ついにツングステ
ンの紙にまで。それをグイッとおす
と・・・ケープドリがその発明の中に
巻きこまれてしまって、さあ大変！！

『ケープドリ　はつめいのまき』
ワウター・ヴァン・レーク/作
野坂悦子/訳　朔北社

　なぜ僕は、生まれつき手足がないと
いう障害を受け入れ、苦しむことなく、
かつ明るく生きることが出来たのか。
乙武さんがたどりついた「自己肯定
感」をはぐくむ大切さを、ユーモアたっ
ぷりに語った一冊です。

『自分を愛する力』
乙武洋匡／著　講談社

《小説》
◆双頭の船 池澤 夏樹/著
◆グランドマンション 折原 一/著
◆閃光スクランブル 加藤 シゲアキ/著
◆別れさせ屋の恋 新堂 冬樹/著
◆美しい家 新野 剛志/著
◆切り裂きジャックの告白 中山 七里/著
◆ロスト・ケア 葉真中 顕/著
◆死に金 福澤 徹三/著
◆アトロシティー 前川 裕/著
◆黙示 真山 仁/著
◆友罪 薬丸 岳/著

夏夏がはじまる！！がはじまる！！
これからはじまる
暑い夏を楽しむための
おすすめの本を紹介します。

これからはじまる
暑い夏を楽しむための
おすすめの本を紹介します。

　5月23日、岸本公民館で開催された第2回
松栄学級で講演が行われました。当日、岸本
図書館では、この講演に合わせて、関連した本
の展示を行いました。今後も出前図書館を行
う予定です。

講演　「熱中症対策について」
講師　中村医院　中村広毅　先生

講演と紙芝居　「伯耆安綱について」
講師　西明院を守る会　吉島潤承　さん

石附浩太郎/著　　メディアファクトリー

『かき氷専門店・埜庵
  お家でいただく、ごちそうかき氷』

　定番シロップのかき氷やお酒や生姜を使った
一風変わったレシピなどが紹介されています♪

の　あん

上田泰正・安藤啓一/著　　山と渓谷社
『子どもと楽しむ山歩き』

　実際に親子で登った方の写真・感想が掲載され
ているので、今年の夏、親子で山歩きに挑戦した
い方におすすめの一冊です！

松沢陽士/写真　文　　学習教育出版
『川魚の飼育と採集を楽しむための本』

　日本の川魚の飼い方を種類別にわかりやすく解説。
魚の採集と飼い方の両方を楽しめる一冊です。

荒関まゆみ／著　成美堂出版
『エコクラフトで作るまいにちのバッグとかご』

　手芸用の紙バンド＝エコクラフトを使って作る、
かわいくて実用的なかごバッグを紹介。作り方が
写真で丁寧に解説されています。
　暑い夏に涼しいバッグを！

出前図書館を
おこないました

溝口・岸本図書館、各公民館図書
室の蔵書を検索することができま
す。ＱＲコードを携帯電話のバー
コードリーダーで読み取ってくだ
さい。ぜひ、ご利用ください。

図書館の携帯サイト
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