
2 0 1 1 年 4 月

17 16

http://www.houki-town.jp/book/ホームページ

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

新　着　図　書　情　報

図書
カレンダー 月 休館日11

溝口・岸本図書館
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二部・日光公民館

◆すっぽん心中 戌井 昭人/著
◆ほら吹き茂平 宇江佐 真理/著
◆極楽飯店 雲 黒斎/著
◆祭りの日 北原 亞以子/著
◆ミストレス 篠田 節子/著
◆正妻上・下 林 真理子/著
◆パダム・パダム 古野 まほろ/著
◆悪道　３ 森村 誠一/著

《小説》

日光公民館図書室

◆すべてがわかる！「発酵食品」事典 小泉 武夫/監修
◆豆腐でつくるヘルシースイーツ 鈴木 理恵子/著
◆農家が教えるラクラク草刈り・草取り術 農文協/編
◆油彩で風景を描く 山内 亮/著
◆シルバー川柳　満員御礼編 みやぎシルバーネット/編

《一般書》

◆ドキドキ！かわいいハンドメイドアクセ&デコ 成美堂出版編集部/編
◆空飛ぶのらネコ探険隊 大原 興三郎/作
◆チビまじょチャミーとラ・ラ・ラ・ダンス 藤 真知子/作
◆ふーふーふー 柏原 晃夫/作　絵

《児童書》

※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》
◆天佑なり　上・下 幸田 真音/著
◆死者の浮力 伊坂 幸太郎/著
◆鸚鵡楼の惨劇 真梨 幸子/著
◆白い疵 永瀬 隼介/著
◆教場 長岡 弘樹/著
◆星のかけら 重松 清/著
◆輝く夜 百田 尚樹/著
◆光の山 玄侑 宗久/著
◆鏡の花 道尾 秀介/著
◆七色の毒 中山 七里/著

《えほん》
◆ぷちとまとちゃん ひろかわ さえこ/作
◆おまめちゃん ひろかわ さえこ/作
◆じゃがいもちゃん ひろかわ さえこ/作
◆おまつりのねがいごと たしろ ちさと/作
◆みんなをのせてバスのうんてんしさん  
 山本 省三/作　はせがわ かこ/絵

《生活を楽しく》
◆おしゃれの幸福論 光野 桃/著
◆いつかは行きたい一生に一度だけの旅
　世界の新名所BEST500   
 ジェレミー・アレン/ほか著
◆歩く、昇る、伸ばす体若返り法 木庭 新治/著
◆定年菜園のすすめ 高堂 敏治/著
◆四季の風景撮影スタートマニュアル 荻原 史郎/著

　うららちゃんが馬車に乗って、「い
ぬまち１ちょうめ」「ねこまち２ちょう
め」といろいろな町へ行きます。そこ
に登場するかわいい動物たち。一番
最後に出てくるのは・・・？うららちゃ
んののりものえほんシリーズ、久しぶ
りの新刊です。ぜひ見てください♪

『ばしゃにのって』
とよた かずひこ/著
アリス館

　世界で初めて無農薬のリンゴ栽培に
成功した木村秋則さん。臨死体験、異星
人・幽霊と遭遇したりと、不思議な体験
をしている。
　木村さんいわく、「全ては自分にとって
真実だ」農業も人生も、本当に大切なこ
とは目に見えないと教えてくれる一冊。

『木村さんのリンゴ
　  自然栽培に成功した奇跡のひみつ』

小原田 泰久/著
学研パブリッシング

現在のサッカー界
で活躍するトップ選
手16人の少年時
代。プロ選手が歩
んだ努力、決断、栄
光のエピソードや選
手として成長できる
ヒントが満載です。

夕方、晩ごはんを作
るときのあの良い
匂い。表紙のサンマ
からも、思わず良い
匂いがしそうでご
飯が待ち遠しくなる
絵本です♪

世界で認められた
切り絵作家の切り
絵図案集。簡単な手
順紹介と、初心者向
けの図案から上級
者向けの繊細な図
案まで楽しめます♪
さあ、今日から切り
絵にチャレンジ☆

　悲劇なんかじゃない、これが私
の人生。極限まで追いつめられた
時、人は何を思うのか。夢見た舞
台を実現させた女性演出家。彼女
を訪ねた幼馴染が、数日後、遺体と
なって発見された。
　数々の人生が絡み合う謎に、捜
査は困難を極めるが・・・。

『祈りの幕が下りる時』
 東野 圭吾/著
 講談社

スポーツ たべもの 芸　術

スポーツ・食欲・芸術・読書の秋　どれもいいですね。スポーツ・食欲・芸術・読書の秋　どれもいいですね。
わたしの“秋”み～つけたわたしの“秋”み～つけた
≪サッカースターの少年時代
　プロになった16人の成長物語≫
学研パブリッシング

≪きょうのごはん≫
加藤休ミ/著
偕成社

≪蒼山日菜のレース切り絵≫
蒼山日菜/著
講談社

ほかにもこんな秋の本がありますよ！
“ 文一総合出版　ハンドブックシリーズ ”

・ 美味しい木の実ハンドブック　おくやまひさし/著
・ 紅葉ハンドブック　　　　　　　　　林将之/著
・ どんぐりハンドブック　　　　  いわさ ゆうこ/著

と　き　11月16日(土)、17日(日)、19日（火）
　　　　9：30～17：00　　
ところ　岸本図書館
※先着順ですので、なくなり次第終了致します。
　袋はご用意ください。

☆ 本のリサイクル市開催 ☆
　今年も岸本きないやまつりにあわせ、本のリサイクル市を開催します。
保存期間の過ぎた雑誌や、廃棄予定の本を無料でおわけします。

おはなしのもりスペシャルも開催します！ ぜひ来てください。

溝口小学校２年生が授業で来館しました。当日は、本が何冊
あるかな？などクイズにして図書館を知ってもらいました。
また、来てくださいね♪

貴寿美学園さんと県立図書館の方と行いました。声を
出して読むと気持ちがいい！、「子どもや孫に読んでい
た頃を思い出し、懐かしかった」などの声を頂きました。

9月26日(木)  こんなことしました♪9月26日(木)  こんなことしました♪
溝口小学校 ２年生 来館

あたま
イキイキ
音読教室

10月から岸本図書館に勤務
しております舩越と申します。
明るく、元気な図書館作りをし
ていきたいと思いますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

はじめまして


