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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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二部・日光公民館

◆UNTITLED 飛鳥井 千砂/著
◆アクティブメジャーズ 今野 敏/著
◆無垢の領域 桜木 紫乃/著
◆ファミレス 重松 清/著
◆寺侍市之丞 打ち壊し 千野 隆司/著
◆七色の毒 中山 七里/著
◆ドミノ倒し 貫井 徳郎/著
◆ライオンの棲む街 東川 篤哉/著
◆風景を見る犬 樋口 有介/著

《小説》

二部公民館図書室

◆今すぐフォロワーはやめなさい！ 加藤 秀視/著
◆死の淵を見た男 門田 隆将/著
◆禅が教えてくれる美しい人をつくる「所作」の基本
 枡野 俊明/著
◆私はなぜ80歳でエベレストを目指すのか 三浦 雄一郎/著
◆その一言が余計です。 山田 敏弘/著

《小説》

◆猫語の教科書 野澤 延行/監修
◆ネコと歩けば 岩合 光昭/著
◆子猫ぐらし アスペクト

《猫とのステキな生活》

※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》
◆北の街物語 内田 康夫/著
◆法服の王国　上・下 黒木 亮/著
◆月神 葉室 麟/著
◆爪と目 藤野 可織/著

《美術・芸術》
◆人魚のうたがきこえる 五十嵐　大介/著
◆だれでも作れる万華鏡 照木　公子/著
◆夢で食えると思うなよ
　　　　　　   　　BS11「柳家喬太郎の粋ダネ!」研究会/企画
　　　　　　　　　　　　　　協力　矢口 由紀子/構成　文
◆兄　かぞくのくに ヤン・ヨンヒ/著

《絵本》
◆にん・にん・じんのにんじんじゃ うえだしげこ/文　絵
◆ウリオ 室井滋/文　長谷川　義史/絵
◆まほうのでんしレンジ
 たかおか まりこ/原案　さいとう しのぶ/作　絵
◆わりばしワーリーもういいよ シゲタサヤカ/作　絵

《文学》
◆コレクション日本歌人選　第Ⅰ期
　和泉式部 高木　和子/著
　柿本人麻呂 高松　寿夫/著
　清少納言 圷　美奈子/著
　源氏物語の和歌 高野　晴代/著
　北原白秋 國生　雅子/著
　小野小町 大塚　英子/著
　他　全20冊

　やんちゃで姉御肌の「あずき」と、
食いしん坊でおっとり系の「だい
ず」。やさしいイラストに癒され、くす
りと笑えるボケとツッコミがまたかわ
いい！キュートなゆるねこ漫画です。

『まめねこ　あずきとだいず』
ねこまき/著
さくら舎

　その容貌を様々に変化させながらも
鎮座しつづけてきた出雲大社。考古学・
古代～近世史・民俗学・宗教学・植生景
観史などの研究家たちが、遷宮を機に日
本の神祭りとは何かを探る。

『出雲大社　日本の神祭りの源流』
千家和比古/編　松本岩雄/編
柊風舎

と　き・・・１０月２７日（日）  １０：３０～１１：００
ところ・・・岸本公民館１階　調理研修室

また、上映会に合わせ作者の絵本展示も
行います。ぜひおこしください♪

『宮西達也劇場 おまえうまそうだな』

読書週間にあわせ、
絵本ＤＶＤの上映会を行います。

岸本図書館岸本図書館

と　き・・・10月26日(土)  10:30～11:30
ところ・・・溝口公民館2階　中会議室
読み手・・・でんでんぼっこ、おにっ娘
秋のおはなしを一緒に楽しみましょう!!
期間中は、「タイムスリップ　～本で旅する昔～」
と題し展示を行います。ぜひ、おこしください!

テーマ「あきのおくりもの」

読書週間にあわせ、
秋のスペシャルおはなし会を行います。

溝口図書館溝口図書館

　本を読むとき、黙読をされる方が多い
と思いますが、次のことを意識しながら音
読をやってみませんか？

①深呼吸やストレッチをしてリラックスを
　する。
②新聞やお気に入りの本をハキハキと
　ゆっくり読む。

　音読をすることによって、脳の活性化
に期待ができるそうです。家族と一緒に
読み合うのも楽しいですね♪

音読に挑戦出前図書館を行いました！
　8月15日、鬼の館
ホールで成人式が行
われ、図書館から本
の展示をしました。実
際に手にとる姿や「こ
の本読んだことある
♪」などの声を頂きま
した。
　成人おめでとうご
ざいます！

期間中、大活字本の
展示もおこないます

　旅とは非日常、読書
は日常の中での非日

常体験。いつもと違う
景色に囲まれた

読書は、一層本の創り
出す世界観に浸れる

。この標語には、そん
な想いが込めら

れています。

本と旅する 本を旅
する

10月27日～11月
9日

第67回 読書週間第67回 読書週間
　少し若くなくなってからの方が、
女の人生面白い。
　著者がつづる大人の恋愛風景。
　漫画家である著者が描く、初め
ての小説集です。

『五年前の忘れ物』
益田ミリ著/著
講談社
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