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図書 つうしん
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館

新　着　図　書　情　報

◆コンとアンジ 井鯉 こま/著
◆岳飛伝 11 北方 謙三/著
◆ほんとうの花を見せにきた 桜庭 一樹/著
◆通り魔 嶽本 野ばら/著
◆峠しぐれ 葉室 麟/著
◆5人のジュンコ 真梨 幸子/著

《小説》
◆花燃ゆ　1 大島 里美/著
◆花の命は短くて…  越智 月子/著
◆大蔵事務官藤崎巧二  五郡 徹/著
◆このミステリーがすごい!四つの謎  安生 正/著
◆晩鐘  佐藤 愛子/著
◆月光のスティグマ  中山 七里/著
◆初恋料理教室  藤野 恵美/著
◆化石少女 麻耶 雄嵩/著
◆夢をかなえるゾウ 3 水野 敬也/著
◆花野に眠る  森谷 明子/著
◆サラバ　上・下 西 加奈子/著

《小説》

◆さがそ!おとぎのくに  かろくこうぼう/作
◆みつけてごらん!のりもの  ダウン・シレット/文
◆ふしぎなよるのおんがくかい  垣内 磯子/作
◆あしたへジャンプ!卓球部  横沢 彰/作
◆ホップ、ステップ!卓球部  横沢 彰/作
◆ハートにプライド!卓球部  横沢 彰/作
◆ねずみのオスカーとはるのおくりもの  リリアン・ホーバン/作
◆お人形屋さんに来たネコ  ヨナ・ゼルディス・マクドノー/作

《児童》

◆むすんでひらいて  新井 洋行/構成　絵
◆ねむたいピクルスくん 五十嵐 昭子/絵　文
◆どっしーん! 岩田 明子/絵　文
◆もじゃもじゃヒュー・シャンプー カレン・ジョージ/作　絵
◆ぽんぽん  真珠 まりこ/作　絵
◆どん!  西村 敏雄/作　絵
◆パンツはながれる  林 正博/文　殿内 真帆/絵
◆ほげちゃんまいごになる やぎ たみこ/作
◆ねないこせかいチャンピオン  
 ショーン・テイラー/作　ジミー・リャオ/絵

《絵本》

＊その他にも
新着図書が

   入っています。

溝口図書館から
お知らせ

溝口図書館から
お知らせ

　溝口公民館で2月7日（土）、「だくちるおはなし会」を開催しました。
　お手玉をつかったわらべうたや名作紙芝居など、子どもだけでなく
大人にとっても楽しい時間でした。

　1月31日(土)岸本図書館で、「えんどうまめ劇場」を開催しました。
　雪の降る寒い日でしたが、43名の参加があり、元気いっぱいの皆
さんとうたあそびや、ミュージックパネルを楽しみました。

紙芝居
「ひもかとおもったら」

と　き：3月21日(祝・土)～ 29日(日)
　　　　　　9：30～16：00　
　　　　　　※23日(月)休館日です。
ところ：溝口図書館内

大人も子どもも一緒にわらべうたで大盛り上がり！耳を澄ましておはなしを聞いていました。

えんどうまめ劇場
開催

だくちる
おはなし会

元気に体を動かして
うたあそび♪

元気に体を動かして
うたあそび♪

ミュージック
パネル♪

ミュージック
パネル♪

祝日開館

３月２１日（祝・土）
溝口公民館まつりに合わせて図書館を開館します。

今年もリサイクル市します！
保存期間の過ぎた雑誌や本を無料でお分けします。

※溝口図書館のみ開館です。

※祝日開館しています。
　持ち帰り用の袋をご持参下さい。

◆さまよえる町 三山 喬/著
《震災》

　震災を風化させないために伝えた
いメッセージの詰まった珠玉のドキュ
メンタリー集です！

『３.11あの日を
　　　　　　忘れない １』

石塚夢見/著　秋田書店

　第125回芥川賞受賞作品。
　痛みと優しさに満ちた母と子の物語
です。
　表題作「九年前の祈り」ほか、４作を
収録しています。

『九年前の祈り』

小野正嗣/著　講談社
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岸本図書館
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二部・日光公民館
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図書
カレンダー 月3 休館日

※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。

日 光 公 民 館

◆つながろ! しまだ ようこ/作
《児童》

◆最貧困女子 鈴木 大介/著
◆3か月でフルマラソン! 金 哲彦/講師
◆キャプテンサンダーボルト 阿部 和重/著
◆洪自誠『菜根譚』 湯浅 邦弘/著
◆新・戦争論 池上 彰/著

《一般》

　心をすり減らさないための、上手な
感情の切り替え方を紹介しています。
　すぐカッとなる、つい不満を言ってし
まうあなたに！ 職場や家庭、恋愛でのた
め息、減らしてみませんか？

『「感情の整理がうまくできない」
   と感じたら読む本』

中村 将/著　大和書房

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
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