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二部公民館図書室 ☎62－7159
岸本図書館 ☎68－3617
溝口図書館 ☎62－0717

日光公民館図書室 ☎63－0306

図書 つうしん
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館

新　着　図　書　情　報

◆かわうそ あさの あつこ/著
◆闇に香る噓 下村 敦史/著
◆壁と孔雀 小路 幸也/著
◆それは秘密の 乃南 アサ/著

《小説》

◆みんなえがお さこう しんじ/作　絵
◆じゃがいもじゃがじゃがさつまいも 長野 ヒデ子/作　絵
◆トラネコとクロネコ 宮西 達也/作　絵
◆ニンジャさるとびすすけ みやにし たつや/作　絵

《絵本》

※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》
◆団塊の秋 堺屋 太一/著
◆ハケンアニメ！ 辻村 深月/著
◆アポロンの嘲笑 中山 七里/著
◆青森わが愛 西村 京太郎/著
◆緋の天空 葉室 麟/著
◆神の子　上・下 薬丸 岳/著

《児童》
◆緑の模様画 高楼 方子/著
◆高安犬物語 戸川 幸夫/著
◆かさをかしてあげたあひるさん 村山 籌子/著
◆駅のふしぎな伝言板 ほしお さなえ/作
◆ぼくたちけっこうすごいかも いとう ひろし/作
◆ドレスを着た男子 デイヴィッド・ウォリアムズ/作
◆ライオンと魔女 C.S.ルイス/作

《文庫》
◆告発者 江上 剛/著
◆神隠し 佐伯 泰英/著
◆芙蓉の人 新田 次郎/著
◆結婚は人生の墓場か？ 姫野 カオルコ/著

『時代を切り開いた世界の10人
 第1巻　ステーィブ・ジョブズ
  レジェンド・ストーリー』

　スティーブ・ジョブズは、iMac（アイマ
ック）、iPhone（アイフォ-ン）、iPad（アイ
パッド）と、次々に革新的なIT機器を生み
出した。
　人々のライフスタイルを劇的に変えた
天才の足跡をたどる。

 ※シリーズ全10巻

高木まさき/監修　茅野政徳/監修
学研教育出版

溝口・岸本図書館
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二部・日光公民館
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11 休館日
図書
カレンダー 月

◆しあわせな動物園 井上 夕香/作
◆台風のサバイバル 洪 在徹/文
◆はじめてのギリシア 神話尾高 薫/文

《児童》

　剣客浪人・由比三四郎シリーズ、待
望新作！
　おゆきの用心棒となった三四郎
は、迫りくる敵を迎え撃ち、憎き下手
人を追う。

『炎を薙ぐ』
池永陽/著　
講談社

二 部 公 民 館

◆ボラード病 吉村 萬壱/著
◆マスカレード・イブ 東野 圭吾/著
◆貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン・スー/著
◆たまもの 小池 昌代/著

《一般》

◆町家えほん 山口 珠瑛/作　絵
◆お城へ行こう！ 萩原 さちこ/著

《児童》

　ぼくたち、救助隊！困ったことを
発見したら、すぐに出動！
　ショベルカーやクレーン車な
ど、働く車と子どもたちが大活躍
します。

『すすめ！きゅうじょたい』
竹下 文子/文　鈴木まもる/絵
金の星社

おはなしのもりスペシャル♪♪
　毎年恒例となりました♪読み聞かせボランティア「おはなし
のもり」による『おはなしのもりスペシャル』を開催します。
　とっておきの絵本や、大型紙芝居、エプロンシアターなど盛
りだくさん♪
　ぜひご家族・お友達とご来館ください。

と　き　11月16日（日）10：30～
ところ　岸本図書館絵本コーナー

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

本のリサイクル市
　保存期間の過ぎた雑誌や本を、無料で
お分けします。

と　き　11月15日(土)・16日(日)・18日(火)
　　　　9：30～17：00
　　　　※17日(月)は休館日です。
ところ　岸本図書館

※持ち帰り用の袋をご持参ください。

楽しいおはなしの時間
　おはなしボランティア「おにっ娘」による、おは
なし会を開催しました。わらべうた、エプロンシ
アター、大型紙芝居などを披露しました。

9月20日（土）教育講演会。親子でおはなしの
世界を楽しみました。子育てに絵本をどうぞ。

9月25日(木)グループホームなごみ主催の敬老会を
開催し、入居者の方に楽しんで頂きました。

読書週間第68回
10月27日～11月9日

10月27日  文字・活字文化の日
期間中、以下の展示を行います。
本にふれて秋の夜長を楽しみませんか。

溝口図書館 【偉人展】
　図書館所蔵の貴重なコレクションを展示します。
郷土の偉人の作品をこの機会にぜひ、ご覧ください。

岸本図書館 【わたしの選んだ一冊】
　利用者の方が選ばれた、「面白かった本」、「思い出の本」な
ど、ぜひ他の人に読んでほしい一冊を、おすすめコメントを添
えて展示します。読んだことのなかった一冊をぜひ手にとっ
てみてください。

えん な
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