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二部・日光公民館

◆スペードの3 朝井 リョウ/著
◆ゆずこの形見 伊藤 たかみ/著
◆岳飛伝9巻 北方 謙三/著
◆ただいまが、聞こえない 坂井 希久子/著
◆代理処罰 嶋中 潤/著
◆醒めながら見る夢 辻 仁成/著
◆満月の道 宮本 輝/著

《小説》

◆イライラしない子育ての本 川井 道子/著
◆どうしたらいいの？男の子のしつけ 袰岩 奈 /々著
◆親子で読むケータイ依存脱出法 磯村 毅/著

※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。

◆農業維新 嶋崎 秀樹/著
◆排泄物と文明 デイビッド・ウォルトナー=テーブズ/著
◆確実に稼げる週末農業副業入門 岡本 恭子/著

◆データと地図で見る日本の産業　１・２巻 ポプラ社

《児童》

《一般》

　日本酒を通じて、のんびりそれ
ぞれの土地の魅力を感じながら、
堪能できるガイドブックです。
　オススメコースが、掲載されて
いるので、好きなコースを選んで
楽しい旅を満喫しましょう！

『しまね酒楽探訪』
石原美和/著
今井出版

《小説》
◆八月の六日間 北村 薫/著
◆憂いなき街 佐々木 譲/著
◆盲目的な恋と友情 辻村 深月/著
◆満月の道 宮本 輝/著
◆退魔士 矢野 隆/著
◆可愛いベイビー 五十嵐 貴久/著
◆アップルソング 小手鞠 るい/著
◆あしあと 勝目 梓/著

《絵本》

◆スパゲッティのぼうけん クレーン謙/作　絵
◆へんてこパンやさん Goma/作　絵
◆どんぐりころころおやまへかえるだいさくせん  
 スギヤマ カナヨ/作　絵
◆しきぶとんさんかけぶとんさんまくらさん  
 高野 文子/作　絵
◆かさやのケロン 水野 はるみ/作　絵

　現在公開中のスタジオジブリ作品「思い出のマーニー」の原作を
紹介するとともに、この作品と同じように、主人公が２人登場する
話をいくつか紹介します♪

宝島社出版

◆体に効く！おいしい！おからレシピ 井原 裕子/著
◆大満足のバーベキュー料理８０ 太田 潤/著
◆初女さんのお料理 佐藤 初女/著
◆作りおきおかずで「朝３分べんとう」 まちやま ちほ/著
◆“ワザあり”家電ごはん パナソニックセンター大阪/編

《お料理特集》

 日本最大の料理レシピサイト、
クックパッド！
　「何から作ったらいいのか分
からない…」という方も、この本
があればもう大丈夫です！
 ぜひ、簡単でおいしい料理をお
試しください！！

『クックパッドの大好評レシピ
　本当においしいBEST100』

《子育てのあれこれ》

　子どもの健やかな成長を
願い、着物の背中に施した
「背守り」。
　江戸後期から昭和戦前ま
でにつくられた祈りの形を、
日本の豊かな衣文化のひと
つとして紹介しています。

『背守り 子どもの魔よけ』
LIXIL出版

『八日目の蝉』
角田光代/著
中央公論新社

 『アナと雪の女王』
KADOKAWA

『ふたりの老女』
ヴェルマ・ウォーリス/作
亀井よし子/訳
草思社

電車工作教室
開催のお知らせ

岸本図書館から
と　き　8月12日（火）　10：00～12：00
ところ　岸本公民館
※詳しくは岸本図書館までお問い合わせください。

電車工作教室を開催します。本物そっくりの電車が出来ますよ☆

  8月31日(日)　→　  8月29日(金)
11月30日(日)　→　11月28日(金)
12月28日(日)　→　12月26日(金)
  1月31日(土)　→　  1月30日(金)
  2月28日(土)　→　  2月27日(金)

開館日 月末休館日

今年度は、8月・11月・12月・1月・2月の月末が
土日と重なるため、金曜日を月末休館日とします。
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・ ふたりのイーダ 松谷みよ子/著 司修/絵 講談社
・ ふたりのロッテ ケストナー/作 高橋健二/訳 岩波書店

☆その他☆

　養い親のもとを離れ、老夫婦にあずけられた少女アンナ。孤独
なアンナは、不思議な少女マーニーと友だちになり、毎日２人で遊
びます。ところが、村人はだれもマーニーのことを知らないのでし
た…。

『 思い出のマーニー 上 』
ジョーン・ロビンソン/作
松野正子/訳　　岩波書店

『チリとチリリ うみのおはなし』
どいかや/作
アリス館

ふたりのおはなし♪

土日も開館します！
月末の

　以前から月末休館日が、土日と重なる日が多く、皆さ
まにはご迷惑をおかけしてきました。
　８月から、土日と重なる場合は、金曜日を月末休館日と
し、月末の土日を開館します。どうぞ、ご利用ください。
※溝口・岸本図書館のみ
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