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◆一応の推定
◆あなたに逢えてよかった
◆わたしのなかのあなた
◆鏡の法則
◆あかね雲の夏

◆ねむねむねんねん
◆とうふこぞう
◆いじめだよ！
◆ゆうやけカボちゃん
◆どんなかお？
◆金魚はあわのおふろに入らない！？

広川　　純/著
新堂　冬樹/著
ジョディ・ピコー/著
野口　嘉則/著
福田　栄一/著

武鹿悦子/さく
せなけいこ/作
フランチェスコ・ピトー/ぶん
高山栄子/さく
しらいしょうこ/文
トリーナ・ウィーブ/作

◆風林火山
◆中原の虹第二巻
◆「私を忘れないで」とムスリムの友は言った

◆榊莫山家の茶懐石のおもてなし
◆お芋で年賀状

◆なぞなぞパワーのひみつ
◆ともだちおまじない
◆やきいもの日
◆めんどりとこむぎつぶ
◆ありさんぽつぽつ
◆ぼくはまる

井上　　靖/著
浅田　次郎/著

クリストファー・クレマー/著
榊　せい子/著
小町谷新子/著

このみひかる/著
内田麟太郎/作
村上康成/作・絵
小出　正吾/文
たんじあきこ/著
三浦　太郎/作

※その他にも新着図書が入っています。
　また、新着図書一覧表を図書館・図書室のカウンターに置いています。ご利用下さい。

児 童 書

図書館・図書室

年末年始の休館のお知らせ

児 童 書

一 般 書

しぐさのマナーとコツ
　井垣利英・監修　学習研究社

　姿勢、手の動きといったなにげない「しぐさ」

や、日常生活での立ち振る舞いまで、さりげな

く自分を演出するポイントやコツをイラスト

でわかりやすく説明してある楽しい一冊です。

なぜかボケない人の簡単な習慣
「いきいき脳」で「いきいき老後」！
　斉藤茂太・著　PHP研究所
　ボケるか、ボケないかは、普段の生活次第。精
神科医「モタ」さんが実践する、ボケないための
生活術や、いきいき老後の秘訣を紹介した一冊
です。
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溝口図書館 岸本公民館図書室
■図書館カレンダー　12月

は休館日です

溝口図書館から

溝口図書館 岸本公民館図書室

《コーギビルのいちばん楽しい日》
ターシャ・テューダー・著

メディアファクトリー

　著者が幼いころに体験した、

クリスマスの大切な思い出

がつまった一冊です。

  愛らしい絵と、情感豊か

に描かれた絵本です。

《みんなにおくろう　手づくりカード》
妹尾里佳/著　山本じゅん/著

ひかりのくに

　クリスマスの贈り物にひと工夫。

　スタンプ・ステンシル・紙や

布地を使ってオリジナルのクリ

スマスカードを作ってみませんか。





《おうちでパーティ！》
「赤ちゃんとママ」編集部/編

赤ちゃんとママ社

　「クリスマスパーティーをひ

らこう！」楽しくて、カンタン

にできるパーティのアイディア

がたくさん。

　親子で・・・友だちと・・・

みんなで一緒に楽しむパーティ

ーの思い出はきっと心に残ります。



《国際理解に役立つ世界の衣食住》
4.特別な日の食べもの

　久保田陽子・文

　小峰書店

　イエス・キリストの誕生日

を祝うクリスマスは、キリス

ト教を信じる人々にとって大

切な祝いの日です。

　ヨーロッパやアメリカの伝

統的なクリスマス料理を紹介

している本です。

《はじめてつくる四季のキャンドル》
牛島功美子・著

誠文堂新光社

 星のリースでおめかししたテ

ーブルサイズのクリスマス・

ツリー。暖かい灯りがクリス

マスパーティーを盛り上げます。

　クリスマスギフトに添えて

も素敵です。

　はじめての方でも作れるよう、

写真を多用してていねいに解

説している一冊です。

《童話の中のお菓子たち》
クリームドリームズ・編

時事通信出版局



　童話『モミの木』からイメ

ージしたお菓子「モミの木タ

ルレット」の作り方が紹介し

てあります。

　今年のクリスマスは手作り

のお菓子に挑戦してみませんか。



　今年もあわただしい年の瀬が近づいてきました。寒さも日に日に増し、木枯らしが肌をさすこのごろ、

本格的な冬の到来ももうすぐです。

　12月になると街はクリスマス一色。イルミネーションで華やかにライトアップされはじめ、見ているだ

けで暖かい気持ちになってきます。今月はクリスマスにおすすめの本をご紹介します。

　10月27日（金）～11月9日（木）の読書週間にあわせて行なった『思い出の本・おすすめの本』の募集に、たくさんの
ご応募をいただきありがとうございました。
　みなさんにご紹介いただいた本は、以下の通りです。貸し出しできますので、ぜひご利用下さい。

『路傍の石』 山本勇三/作 
『国家の品格』 藤原正彦/著 
『鏡の法則』 野口嘉則/著 
『運命の顔』 藤井輝明/著 
『一応の推定』 広川純/著 
『暗夜行路』 志賀直哉/著 
『天使の卵』 村山由佳/著 
『日日是好日』 森下典子/著 
『大空』 尾崎放哉/著 
『NO．6』 あさのあつこ/著
『いのちの言葉』 日野原重明/著 
『1リットルの涙』 木藤亜也/著 
『ユートピア紀行』 伊藤信吉/著 
『ダレン・シャン』 ダレンシャン/作
『日曜日の夕刊』 重松清/著 
『天国への階段』 白川道/著 
『タラ・ダンカン』 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン/著
『タイヨウのうた』 天川彩/著 

『ベイビーメール」  山田悠介/著
『トゥートとパドル』  ホリー・ホビー/作
『ガールズシリーズ』  ジャクリーン・ウィルソン/作
『プルターク英雄伝』  プルターク/著
『たなかさんちのおひっこし』 大島妙子/作
『ローワンと魔法の地図』 エミリー・ロッダ/作
『赤頭巾ちゃん気をつけて』 庄司薫/著
『東京タワー』  リリー・フランキー/著
『いじめ14才のメッセージ』 林慧樹/著
『ここに地終わり海始まる』 宮本輝/著
『洪水はわが魂に及び』  大江健三郎/著
『みち子のダラダラ日記』  佐野洋子/著
『飛行フレディ・レグランド』 ジョン・エイジー/絵と文
『わたしがあなたを選びました』 鮫島浩二/著
『目に見えないけれど大切なもの』渡辺和子/著
『結界師』  田辺イエロウ/著
『光とともに・・・』  戸部けいこ/著

12月28日（木）⋯月末整理休館日
12月29日（金）～1月3日（水）⋯年末年始休館日
1月4日（木）から開館します。
休館中の返却は庁舎裏、駐車場側に返却ポストを設置
しますのでそちらに返却して下さい。

12月29日（金）～1月3日（水）⋯年末年始休館日
1月4日（木）から開館します。
また、休館日でも返却はできます。
玄関左横の返却口から本を入れて下さい。


