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図書 つうしん
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館

◆災害時ケータイ＆ネット活用ＢＯＯＫ 西田宗千佳/監修
◆大人の着こなしバイブル 石田純子/監修
◆マタニティのためのおしゃれ 大草直子/著
◆俯瞰力 やましたひでこ/著
◆人生がときめく片付けの魔法 近藤麻理恵/著
◆すべての仕事を紙一枚にまとめてしまう整理術 高橋政史/著
◆涼しい暮らしのアイディア帖 アスペクト/編
◆エコライフ＆スローライフのための愉しい非電化 藤村靖之/著
◆やってはいけないお金の習慣 荻原博子/著

《IT関連》
◆今すぐ使えるかんたんtwitter入門 リンクアップ/著
◆フェイスブック　若き天才の野望 デビッド・カークパトリック/著
◆はじめてのＦａｃｅｂｏｏｋ入門 落合正和/著
◆これからスマートフォンが起こすこと 本田雅一/著
◆仕事がぐんぐん加速するパソコン即効冴え技 トリプルウィン/著

◆原大寸　昆虫館 小池啓一/監修
◆科学の目で見る特殊車両 小倉茂徳/著
◆新幹線ものしり百科 学研パブリッシング
◆太陽の大研究 縣秀彦/監修
◆磁石の大研究 日本磁気学会/監修
◆季節の手作りスイーツ 大森いく子/著
◆辞書びきえほん　歴史上の人物 隂山英男/監修
◆辞書びきえほん　科学の不思議 隂山英男/監修

《健康》
◆好評の「疲れを取って元気になるワザ」を集めました オレンジページ
《絵本》
◆新幹線のたび コマヤスカン/作
◆おたまさんのおかいさん 長谷川義史/絵
◆まるいボールどこ？ 山形明美/作
◆こんもりくん 山西ゲンイチ/作

二部公民館図書室

新　着　図　書　情　報 ＊その他にも
新着図書が
   入っています。

※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。

月9

　今年も、「チャレンジウィーク岸本」で、岸本中学校2年生の3名が、
溝口図書館と岸本図書館で、図書館業務を体験しました。
　どの作業も積極的に取り組んでいましたが、特に「おはなし会」で
は初めてとは思えないほど上手に読み聞かせができました。

《家庭・生活》

《震災関係》

　お手元に、ブックセカンドの通知が届いていて、まだ図書館に来られていないお子さんと
保護者の方は、お早めにそれぞれの図書館へお出かけください。絵本をプレゼントします。
（事前に時間予約が必要です。）
受取期限は、お子さんが４歳の誕生日を迎えられた月の末日です。

ブック
セカンドに
ついて

お知らせ

岸本中学校職場体験
7月5日（火）～8日（金）

　医療・健康情報棚闘病記文庫設置記念として、
健康に関する講演会を７月３０日（土）に開催し
ました。
　講師に鳥取大学医学部運動器学助教授・ス
ポーツ外来専門医の榎田誠先生をお招きし、幼小
児期にしっかりと基本動作を身につけることで、
思春期以降のスポーツレベルが向上すること、正
しい筋肉バランスがスポーツ障害を予防すること
などを、分かりやすく説明していただきました。ま
た、実際に参加者の方がモデルになり、体を支え
る腰や骨盤の筋肉バランスについて学びました。 

「こどもの体講座」
正しくスポーツを楽しむために
～成長期のスポーツ障害～

講演会
大殿筋や

腸腰筋のバランスについて、
実際に体を動かしてみました。

書架整頓
思ったより大変な
作業でしたネ。
とてもキレイに
なりました。

後藤さん
『スイミー』
聞きやすい、
透きとおった声
でした。

來間さん
『ザザのちいさいおとうと』を

読みました。
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日光小学校
おはなし会

ふたば保育所
おはなし会

天野さん
『ふしぎなともだち』を

読みました。

本の装備
きれいにブックコートが

はれました。

10歳くらいまでに、
飛んだり、跳ねたり、

いろいろなことをさせて、
基本動作を

完成させましょう。

図書館 夏の思い出・7月図書館 夏の思い出・7月

《児童書》

《小説》
◆レイジ 誉田哲也/著
◆ジュージュー よしもとばなな／著
◆謙信の軍配者 富樫倫太郎／著
◆共鳴 堂場瞬一／著
◆ビブリア古書堂の事件手帖 三上延／著
◆絆回廊 大沢在昌／著
◆八月からの手紙 堂場瞬一／著
◆刑事のまなざし 薬丸岳／著
◆寒灯 西村賢太／著
◆彷徨う警官 森　詠／著
◆刑事の骨 永瀬隼介／著
◆化合 今野敏／著

◆希望　僕が被災地で考えたこと 乙武洋匡／著
◆震災復興　どうなるこの地域、あの企業 洋泉社
◆自衛隊もう１つの最前線 新聞制作センター／企画・編集・制作
◆子どもを放射能汚染から守りぬく方法 武田邦彦／著
◆福島原発メルトダウン 広瀬隆／著
◆津波と原発 佐野眞一／著
◆岐路　３．１１と日本の再生 島田晴雄／著
◆原発社会からの離脱 宮台真司・飯田哲也／著
◆「震災大不況」にダマされるな！ 三橋貴明／著
◆平成の三陸大津波 岩手日報社
◆「フクシマ」論 開沼博／著
◆心をつなぐニュース　東日本大震災 池上彰／著

《児童書・よみもの》
◆「黒魔女さんが通る！！」キャラブック 石崎洋司／著
◆恋のギュービッド大作戦！ 石崎洋司／著
◆オトタケ先生の３つの授業 乙武洋匡／著
◆テッドがおばあちゃんを見つけた夜 ペグ・ケレット／著
◆ロンドンのゴースト メアリー・ホープ・オズボーン／著
◆ゴーストハンター ジェイソン・ハウズ／著
◆魔女がいっぱい！ 石崎洋司／著
◆かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 原ゆたか／作・絵
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二部・日光公民館図書室

休館日

　今年も、「チャレンジウィーク岸本」で、岸本中学校2年生の3名が、
溝口図書館と岸本図書館で、図書館業務を体験しました。
　どの作業も積極的に取り組んでいましたが、特に「おはなし会」で
は初めてとは思えないほど上手に読み聞かせができました。

『弁護士イチオシ！困ったときのネット検索』
近藤早利/編著
三省堂

　日常生活の様々なトラブルに関して、分かり
やすく有用であると思われるサイトを弁護士の
視点から厳選して紹介した本です。困ったとき
にぜひご活用ください。

《家庭・生活》

　避難所で暮らす小学生が作った新聞を創
刊から１カ月半の全号を一冊に収録しまし
た。被災地で過ごす子どもたちの一日一日
は、復興へのエネルギーに満ちています。

『宮城県気仙沼発！ファイト新聞』
宮城県気仙沼発！
ファイト新聞ファイト新聞社／著
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『こども武士道今日から実践の巻』
高橋和の助/文
講談社

　新渡戸稲造の「武士道」を子ども向けに分
かりやすく解説した第一弾に続き、小学生の
気になる悩みに答えていく１冊です。第一弾
とも合わせてどうぞ！
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