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二部公民館図書室 （Tel・Fax） 62－7159
岸本図書館（Te l）  68－3617（Fax） 39－8017
溝口図書館（Te l） 62－0717（Fax） 63－0070

日光公民館図書室 （Tel・Fax） 63－0306

図書 つうしん
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館

《文学》 
◆日本人なら知っておきたい日本文学 蛇蔵/著
◆心のクスリ 読売新聞医療情報部/編
 
《哲学》 
◆尾木ママの「凹まない」生き方論 尾木直樹/著
◆「若く」見える！老けない習慣 名倉加代子/著

日光公民館図書室

《文学》
◆銀二貫 高田郁/著
◆どちらともいえません 奥田英朗/著

《政治》
◆いま、日本が立ち上がるチャンス！ 日下公人/著
◆政治家の殺し方 中田宏/著

二部公民館図書室

新　着　図　書　情　報

図書
カレンダー 月2
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二部・日光公民館

休館日

◆半島へ 稲葉真弓/著
◆夢違 恩田陸/著
◆虚無回廊 小松左京/著
◆防波堤 今野敏/著
◆ワン・モア 桜木紫乃/著
◆しあわせだったころしたように 佐々木中/著
◆ヒート 堂場瞬一/著
◆冬姫 葉室麟/著
◆平清盛１ 藤本有紀/作

《小説》

◆十字軍物語３ 塩野七生/著
◆ビジュアル源平１０００人 世界文化社
◆聯合艦隊司令長官山本五十六 半藤一利/著

《歴史》

《小説》
◆春告げ坂　小石川診療記 安住洋子/著
◆終わり続ける世界のなかで 粕谷知世/著
◆ヴァニティ 唯川恵/著
◆煙とサクランボ 松尾由美/著
◆東京ポロロッカ 原宏一/著
◆アッティラ！ 籾山市太郎/著
◆海遊記　義浄西征伝 仁木英之/著
◆こころのつづき 森浩美/著
◆ジョン・マン　大洋編 山本一力/著

《言語》
◆日本語で引ける英語表現使い分け辞典 牧野高吉/編著
◆日本語で引ける英語のことわざ集 佐々木功/監修
◆広辞苑の中の掘り出し日本語 永江朗/著

《児童書》
◆頭のいい子を育てるおはなし３６６ 主婦の友社
◆よみきかせおはなし集ベストチョイス日本のおはなし　全３０話
 西本鶏介/編著
◆よみきかせおはなし集ベストチョイス世界のおはなし　全３０話 
 西本鶏介/編著
◆コドモの常識ものしり事典　全３巻 荒俣宏/監修
◆教科書に出てくる歴史人物物語　１０分で読める！ 
 河合敦／監修
◆学習新聞のつくり方事典 鈴木伸男/編
◆絶滅の大研究 磯崎行雄/監修
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★★

★

★
★
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★
★
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冬の星座み
あげ
てごらん♪

※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。

　真冬の寒いこの時期、１年中でもっとも美しい星空が
見られるのをご存知でしょか？冷たく澄みきった夜空、先
ずは東の空に冬の星座の案内人「オリオン座」が現れま
す。この「オリオン座」は一等星が２つと、二等星が５つの
長方形で、その真中に３つ星が１列に並び、星の配列が
美しく「冬空の王者」とも呼ばれ簡単に見つけることがで

きます。オリオンと言う名は、神話の中で狩人として登場
していますが、残念なことに最後は大地の神ガイアによっ
てサソリに刺し殺されてしまう結末です。
　星空を眺めながら、果てしない宇宙へと想いを馳せて
みませんか？

2012年に起こる天文現象の解説と
2011年に起こった天文観測結果がま
とめられた１冊。天文について更に
知識を深めるための必読書です。

『天文年鑑　２０１２版』

天文年鑑編集委員会/編
誠文堂新光社

天体写真の撮影は、技術の習得が前提
でしたが、デジタルカメラが普及した
現在では、自由に撮影できるようになり
ました。撮影の仕方の他、星座につい
て知ることができます。

『デジタルカメラによる
　　　　星座写真の写し方』

沼澤茂美/著
誠文堂新光社

楽しみながら「天体観測」について学べ
る本です。イラストや図解でわかりやす
く説明され、天文ビギナーからベテラン
の方にもおすすめです。

『テーマ別ではじめる
　　　　　　　　天体観察』

えびなみつる/著
誠文堂新光社

暗い夜でも星が探せるように「光るイ
ンク」が使用されています。この本を星
空にかざしてみれば、すぐに星座を探
すことができます。

『すぐにさがせる！
　　　　　　光る星座図鑑』

えびなみつる/絵と文
旬報社

　町内の図書館・公民館で本を借りる時は、利用者カードが必

要です。溝口図書館の古いカードをお持ちの方や、公民館図書

室を利用していた方は、利用者カードの登録をお願いします。

　現在、インターネットから本の予約が可能です。図書館に行か

なくても、借りたい本がすぐに予約できます。利用希望の方は、

各図書館・公民館で、メールアドレスを登録してください。

利用者カードの
登録はおすみ
ですか？

掲示板掲示板
2月2月☆5月12日（土）  金環日食

☆6月  4日（月）  部分月食
☆11月28～29日（水・木）  半影月食
☆３大流星群
　１月 ４日（水）  しぶんぎ座流星群
　 8月12日（日）  ペルセウス座流星群
  12月14日（金）  ふたご座流星群

２０１２☆天体ショー２０１２☆天体ショー２０１２☆天体ショー

★

★ ★★★★

天皇家のしきたりに込められた日本の美し
い伝統と幸福を願う行事が紹介されてい
ます。日本人として知っておきたい伝統・行
事が一目でわかります。

『図説　天皇家のしきたり案内』
『皇室の20世紀 』編集部/編　小学館

おすすめの本
『脱パチンコ　元パチンコ店長が
　書いたパチンコの問題点と「止め方」』

パチンコ店の当事者が、パチンコ店の現場
を赤裸々に綴った驚愕の本です。

山下實/著　自由国民社

おすすめの本

◆へんしんかいじゅう あきやまただし/作
◆ムーサンのたび いとうひろし/作
◆ぼくはブルドーザー！ 三浦太郎/作

《えほん》

「ほっぺ、みーせて」と呼びかけると振り
返るお友だち。みんな集まり、ほっぺで
ぎゅっ！親子のスキンシップにピッタリ
の絵本です。

『ももんちゃん　ぎゅっ！』
とよたかずひこ/さく・え　童心社

＊その他にも
新着図書が
   入っています。
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