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溝口図書館 62-0717
岸本図書館 68-3605
二部公民館図書室 62-7159
日光公民館図書室 63-0306

https://www.houki-town.jp/book/ 岸本図書館溝口図書館
一般書
いちばんやさしい60代からの
　　iPhone 11/11Pro/11Pro Max
読む本で、人生が変わる。
寂庵コレクション Vol.1
日本銀行失策の本質
遠距離介護で自滅しない選択
知っておきたい「がん講座」
えん93のアイスボックスクッキー
野菜だより図解土づくりタネまき植えつけ
ことば検定〈漢字〉編

新着図書情報2020.52020.5

二部・日光公民館溝口・岸本図書館
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図書カレンダー 5月

休館日
どちらの図書館・公民館でも、図書の予約と返却ができます。

小説
オカシナ記念病院
抵抗都市
風間教場

久坂部 羊・著
佐々木 譲・著
長岡 弘樹・著

児童書・絵本
野口英世
世界のクルマ大百科
えんまだいおうごいっこう
ハシビロコウのはっちゃん

早野 美智代・文
スタジオタッククリエイティブ
中尾 昌稔・文
よしだ あつこ・作

一般書
転職者用SPI3攻略問題集
親が知らない子どものスマホ
72歳、妻を亡くして三年目
ねるヨガ
おうちで作れる野菜の和菓子
料理用あま酒、はじめました。
こんなときどうしたらいいの？
　　感情的にならない子育て
食べることが好きになる離乳食
学んでおきたい！グラウンド・ゴルフ上達編

SPIノートの会・編著
鈴木 朋子・著
西田 輝夫・著
吉田 昌生・著
勝木 友香・著
舘野 真知子・著

高祖 常子・著
100本のスプーン・著
朝井 正教・著

　農山漁村文化協会（農文協）が出版する農業・栽培技術・食と文化など、幅広い
情報がデジタルデータで調べられます。岸本図書館で、全て無料でご覧いただけます。
農業関係のことで調べたいかたは、ぜひご活用ください。

『検索機使用申込書』に必要事項をご記入のうえ、直接、職員にお渡しください。
（利用時間：原則１時間まで）
※印刷をされる際は職員にお知らせください。（１記事につき１部まで。白黒１枚10円、カラー 20円です。）
※動画を視聴する際はヘッドフォンをお貸しします。

臨時休館中に利用できるサービス

小説
喧騒の夜想曲（ノクターン）
清明
小さな場所

日本推理作家協会・編
今野 敏・著
東山 彰良・著

児童書・絵本
あたまがよくなる!!なぞなぞ島
いみちぇん！ 16
映画ひつじのショーン UFOフィーバー！
おにぎりをつくる

瀧 靖之・監修
あさば みゆき・作
アードマン アニメーションズ・原作
高山 なおみ・文

増田 由紀・著
中谷 彰宏・著
瀬戸内 寂聴・著
太田 康夫・著
太田 差惠子・著
中川 恵一・著
えん93・著
学研プラス
テレビ朝日「グッド！モーニング」・編

※町内の図書館（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、自分で修復したりせずに、その
ままの状態で図書館までお持ちください。

　QRコードを読み取って、町内の
図書館・図書室の資料を蔵書検索・
予約することができます。
※通信料は利用者負担となります。

こちらから蔵書検索できます

味付けの濃いものを食べたとき、あなたは何と言い
ますか。「からい」？　それとも「しょっぱい」？　実は
東日本と西日本によって言い方が違います。
様々なことばを観察し、日本語の奥深さを学べる１

冊です。

『ことば観察にゅうもん』
米川 明彦・著／福音館書店
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気になる本がありましたら、
お気軽にご予約ください。

だ あつこ・作

言い
実は

学べる１

『脇役思考のほうがうまくいく』
 臼井 由妃・著／小学館

頑張りすぎる人にこそ知ってもらいたい、ユルさ
とほどほど感の「脇役思考」。本書では、「人間関係術」
「時間術」「仕事術」の３つの柱に沿って、脇役思考
の考え方と実践法を説いています。

く』

ユルさ
関係術」
脇役思考

『みずほ銀行システム統合、
  苦闘の19年史』
日経コンピュータ、山端 宏実、
岡部 一詩、中田 敦、大和田 尚孝、
谷島 宣之・著／日経BP社

　多くの日本企業が直面する情報システム
の老朽化問題、「2025 年の崖」を乗り越
えるヒントがここにある。

月

ム統合、

、
尚孝、

システム
を乗り越

臨時休館のお知らせ

適した農薬を
知りたい時に！

病害虫や雑草、
鳥獣害などの対策に！

農作業のやり方を
動画で見たい時に！

子ども達の
自由研究や調べ学習の
参考にしたい時に！

◀岸本図書館カウンターに設置してあります。

「ルーラル電子図書館」「ルーラル電子図書館」農業・栽培・
食文化のミカタ！

ルーラル
電子図書館

とは？

農
業
の
検
索
を

も
っ
と
便
利
に
！

岸本図書館に新しい検索機を導入しました！

　新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、町立図書館（溝口図書館・岸本図書館）及び公民館図書室（二部
公民館・日光公民館）を臨時休館します。

４/15●　 ５/６●水 水休館期間 ※状況により、期間が変更になる場合があります。
　その場合は、ホームページにてお知らせします。

ご不便をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

から まで

① 返却口への資料の返却
② 電話・ファックス・インターネット・Eメールによる予約
※休館中は予約の受付までとし、資料の貸し出しは開館後（５月７日以降）となります。

個性的で楽しい母を中心とする、並庭ファ
ミリーの日常をつづったコミックエッセイ。
「こんな家族もあっていい。」可笑しくも愛
にあふれた実録の１冊。

『プリンセスお母さん』
 並庭マチコ・著／ KADOKAWA

高山 なおみ

ム統統合、

庭ファ
ッセイ。
しくも愛

』
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17　■　広報ほうき　2020年  5月号


