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二部公民館図書室 62-7159
岸本図書館 68-3605
溝口図書館 62-0717

日光公民館図書室 63-0306
http://www.houki-town.jp/book/
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図書カレンダー 7月

休館日
どちらの図書館・公民館でも、
図書の予約と返却ができます。

溝口図書館岸本図書館

溝口・岸本図書館 二部・日光公民館

真壁家の相続 
武道館 
ヒア・カムズ・ザ・サン 
虹 
光秀の影武者 
雪燈 

朱野 帰子・著
朝井 リョウ・著
小路 幸也・著
周防 柳・著
矢的 竜・著
藤原 緋沙子・著

あなたの前立腺は、きっと救われる！
「カンガルーケア」と「完全母乳」で赤ちゃんが危ない

近藤 幸尋・著
久保田 史郎・著

自然科学

「食育」と聞くと難しく考えてしまい
がちですが、お母さんが直面する、子
どもの好き嫌いなどの悩みへのアドバ
イスをかわいいイラストと共に紹介し
ています。楽しみながら食育してみま
せんか？

『子育てハッピーアドバイス
 笑顔いっぱい 食育の巻』
　松成容子・著　　明橋大二・著
　太田知子・イラスト
　１万年堂出版 

14世紀に実在した高麗の女性「奇皇
后」の運命を描いた、人気ドラマの原
作小説です。韓国の歴史に興味がある
方にもおすすめです。

『奇皇后　上・下』
　チャン・ヨンチョル・著
　チャン・ギョンスン・著
　金重明・訳
　講談社

小説

すてきな花冠の作り方 
京の路地裏植物園 
絶景日本の花巡り

フローリスト編集部・編
田中 徹・著
中村 義毅・著

草花を楽しむ

くまくんとうさぎくん くもようび 
おーばあちゃんはきらきら 
ひもかとおもったら… 
ぴいちゃんのとびだす！いないいないばあ！

さえぐさ ひろこ・文
たかどの ほうこ・作
古川 タク・作画
さくらい ひろし・しかけ

児童

鬼談 
居酒屋ふじ 
岩窟姫 
セラピューティック・ラブ
土方歳三　上・下
ラプラスの魔女 
あぶない叔父さん

京極 夏彦・著
栗山 圭介・著
近藤 史恵・著
清 心海・著
富樫 倫太郎・著
東野 圭吾・著
麻耶 雄嵩・著

家族という病 
もうすぐ百歳、ふり返らず。 
ここがポイント！学校救急処置 
時間と学費をムダにしない大学選び　2016
「子どもにどう言えばいいか」わからない時に読む本
自衛隊見学へ行こう！

下重 暁子・著
吉沢 久子・著
草川 功・監修
石渡 嶺司・著
諸富 祥彦・著
主婦と生活社

社会科学

カラフルな糸で編むバッグと小物 
ビーズで作るどうぶつマスコット 
まいにちの中高生のお弁当250 
いっしょに！おうちクッキング 
“完成形”フリージング離乳食 

主婦と生活社
良・著
食のスタジオ・著
東京ガス「食」情報センター・著
中村 陽子・著

手芸・料理

がんばれ！ルルロロ かわいいおうじさま
ぐんぐんすすめ！ 
はこぶ 
すっくのこんなときってなんていう？
ちいさなちいさな 
クレヨンからのおねがい！ 
おにぎりぎゅっぎゅっ 
ぼくはうちゅうじん 
巣のはなし 

あいはら ひろゆき・文
かしわら あきお・著
鎌田 歩・作　絵
たかてら かよ・文
ニコラ・デイビス・文
ドリュー・デイウォルト・文
きむら ゆういち・作
中川 ひろたか・文
ダイアナ・アストン・文

絵本

小説

と し　ょ

図書つうしん図書つうしん
LIBRARY INFORMATION
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お 知 ら せ
岸本図書館直通の電話番号ができました。

ご利用ください。

岸本図書館（直通） ☎68-3605

町内の図書館・図書室の本はもちろん、県立図書

館や町外の図書館にある本でも、一番近くの図書

館・図書室で受け取り、返すことができます！

図書館・図書室の便利な使い方

例えば、日光地区にお住まいの方の場合
自宅のパソコンから図書館のホームページで読みたい本を検索したら、

※詳しくは図書館職員までお尋ねください。

　溝口にお住まいの高橋恭子様から、
溝口図書館へ図書カード10万円分の
寄付をいただきました。
　児童書の充実に役立てて欲しいと
の希望により、児童書を購入させて
いただきます。

寄付をいただきました

読みたい本が
岸本図書館に
ある！

でも家から遠いから、
日光公民館で

受け取りたいな…。

★利用できる施設
溝口図書館　岸本図書館
二部公民館　日光公民館

窓口・ウェブ・電話で
本を予約。

予約の際に、本を
受け取りたい図書館・
公民館を指定。

受取館の
選び方
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