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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

新　着　図　書　情　報
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休館日

◆夜の国のクーパー 伊坂幸太郎/著
◆七夜物語（上・下巻） 川上弘美/著
◆岳飛伝1 北方謙三/著
◆漏洩 笹本稜平/著
◆悲鳴伝 西尾維新/著
◆霖雨 葉室麟/著
◆旅屋おかえり 原田マハ/著
◆花のようする 藤谷治/著

《小説》

◆ふしぎな ふしぎな ながぐつ 佐藤さとる/文
◆世界の海100１のさがしもの ケイティ・デインズ/作
◆わたしのおふねマギーB アイリーン・ハース/さく
◆おさんぽおさんぽ ひろのたかこ/さく
◆手のなかのすずめ アンネゲルト・フックスフーバー/さく

《えほん》

◆にほんご万華鏡 小野寺牧子/著
◆てんてん 山口謠司/著
◆日本のことを英語で話そう シーラ・クリフ/著

《言語》

◆Think Simple ケン・シーガル/著
◆みんなで楽しむ読書へのアニマシオン 黒木秀子/著
◆この絵本が好き! 別冊太陽編集部/編

《総記》

◆12月の夏休み 川端裕人/作
◆ピアノはともだち こうやまのりお/著
◆親子で楽しむユニットおりがみ 新宮文明/著
◆頭がよくなるこどものきりがみ 小林一夫/監修
◆コミック版世界の伝記　全２０巻 ポプラ社
◆ハッピーになれる手相占い 宮沢みち/著
◆ハッピーになれる夢占い 鏡リュウジ/著
◆ハッピーになれるバースデー占い 鏡リュウジ/著

《じどうしょ》

◆人生で大切なことは雨が教えてくれた ドミニック・ローホー/著
◆あらすじで読み解く古事記神話 三浦佑之/著
◆超訳ブッダの言葉 小池龍之介/編訳

《哲学・神話》

◆三毛猫ホームズの夢紀行 赤川次郎/著
◆夜をぶっとばせ 井上荒野/著
◆語りつづけろ、届くまで 大沢在昌/著
◆シフォン・リボン・シフォン 近藤史恵/著
◆人魚呪 神護かずみ/著
◆衆 堂場瞬一/著
◆帝の毒薬 永瀬隼介/著
◆言霊たちの夜 深水黎一郎/著
◆終活ファッションショー 安田依央/著
◆信長死すべし 山本兼一/著

《小説》

※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。

　王様と６人のお供たちが新しい
お城に引っ越しをします。優しいけ
れど口下手な王様と、慌てんぼうの
お供たちがくりひろげるお話です。

『おうさまのおひっこし』
牡丹靖佳/作・絵 　福音館書店

二 部 公 民 館 図 書 室

◆どん底 高山文彦/著
◆6歳までの子どものほめ方叱り方 植松紀子/著

《社会・教育》

　同じ時代に生きた時の権力者たちが
お互いの政策や歴史上の大事件につい
てサミットを開催。世界の成り立ちと現代
の問題点がわかる世界史入門書です。

《歴史》

『開催！世界史サミット』
浅野典夫/著　徳間書店 

　読書をこよなく愛した、児玉清さんの
エッセイ、書評を集めた遺稿集です。少年
の頃からの読書人生、本と付き合う作法、
絶対のお薦め本、交友、人生観、日本への
思いまでを語られています。

『すべては今日から』
児玉清/著　新潮社

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

雑誌が入っています新 いし
　雑誌の入れ替えを行いました。新しく購入することになった雑誌をご紹介します。
この他に、溝口図書館では31種類、岸本図書館では25種類の雑誌が入っています。

暮らし
『ｈａｒｕ－ｍｉ』

扶桑社　　季刊

（Ｖｏｌ.２４　２０１２　夏号）

　毎日の生活を楽しくイキイキと暮
らすためのノウハウを紹介していま
す。料理だけでなくインテリアやファ
ッション、旅の情報も満載です。

（溝口図書館） 園 芸
『花時間』

エンターブレイン　　季刊

（２０１２年夏号）

　季節の花のアレンジメントや、そ
の月の行事を花で楽しむためのヒ
ントが掲載されています。写真が多
く花の美しさが引き立ちます。

（溝口図書館）

歴 史
『歴史人』

ベストセラーズ　　月刊

（２０１２年７月号）

　毎回１つのテーマを掘り下げて
特集しています。歴史に興味のある
人にピッタリです。史跡巡りを目的と
した旅行の情報も載っています。

（溝口図書館） 電 気
『家電批評』

晋遊舎　　月刊

（２０１２年７月号）

　ホンモノがわかる家電情報誌とし
て、暮らしに必要な家電製品をテス
トしたり、批評しています。家電を購
入する際の参考としても使えます。

（溝口図書館）

地 域
『さんいんキラリ』

グリーンフィールズ　　季刊

（２０１２年春号）

　安野光雅氏の表紙絵が印象的な、
山陰の人・モノ・味を紹介する情報
誌です。地元発の情報誌として、山陰
を旅する人にもおすすめです。

（溝口図書館） 地域経済
『月刊　ガバナンス』

ぎょうせい　　月刊

（２０１２年７月号）

　新しい地方自治の姿や地域づくり
に携わる人に役立つ情報が掲載さ
れています。最新の地方自治の情報
がつかめる雑誌です。

（岸本図書館）

　花やハーブ、野菜を育て楽しむためのガーデニング誌。人気ガーデナー
が季節ごとに寄せ植えや植物の飾り方を提案しています。

『園芸ガイド』
主婦の友社　　季刊

園 芸 （岸本図書館）

※最新号は貸出しできませんが、
　館内での閲覧はできます。

日　時　９月１日（土） 
　　　　１４：００～１５：００ 
場　所　岸本公民館　２階　大会議室

岸本図書館では、『おはなしのもり』と『ＳＵT ｊr.合唱団』でおはなしコンサートを開催します。
季節にちなんだおはなしと歌のコラボをお楽しみください。

お知らせ
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