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小説
平蔵狩り
四畳半タイムマシンブルース
もう、聞こえない
偽弾の墓

逢坂 剛・著
上田 誠・原案
誉田 哲也・著
吉川 英梨・著

児童書・絵本
マジック大図鑑
夏に降る雪
ハンカチともだち
ここは
かぼちゃのだいおう

DK社・編著
あんず ゆき・作
なかがわ ちひろ・作
最果 タヒ・文
おおい じゅんこ・作

一般書
伊東昭義海・色彩と造形のきらめき
プリンセスお母さん２
温暖化で日本の海に何が起こるのか
野菜の垂直仕立て栽培
十七音の可能性
はじめてでもカンタン！
　　　　　　　　手づくり布マスク
リカちゃんお洋服BOOK
　もっとキラキラ！ドレスアップ！
暮らし彩る「大人のままごと」
シャンプーで肌は変わる
100年人生七転び八転び
紙バンドのハイカラなバッグ&雑貨

伊東  昭義・著
並庭 マチコ・著
山本 智之・著
道法 正徳・監修
岸本 尚毅・著
手づくり布マスク
　　　編集室・編

田端 永子・著
松本 孝美・著
亀田 宗一・著
外山 滋比古・著
ブティック社 小説

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。
希望の峰マカルー西壁
アンダードッグス
口福のレシピ

青柳 碧人・著
笹本 稜平・著
長浦 京・著
原田 ひ香・著

郷土
た・ま・え・ま・る
　　～山陰最大の戦災 75年目の真実～
HIMEBOTARU

根平 雄一郎・著
廣池 昌弘・著

児童書・絵本
友だちと仲よくなるBOOK
めくって発見！えほん恐竜
レストランのおばけずかん
のりものいっぱい！どこにいくの？
なでなでなーで

渋谷 昌三・監修
永岡書店
斉藤 洋・作
間瀬 なおかた・作・絵
にへい たもつ・作

２人殺せば地獄に落ちる世界で連続殺人
はいかにして可能になるのか。最注目の新
鋭作家による、孤島×館の本格ミステリー。

『カサうしろに振るやつ絶滅しろ！』
氏田 雄介・原案／小学館

迷惑行為で他人を困らせる生き物、『絶滅希望種』。
順番を抜かす「ナラバンゾウ」やカサを盗む「アンブ
レラプトル」など、皆さんの身近にもいませんか。
くすっと笑えて考えさせられる、親子で楽しめるマ
ナー本です。

王の祭り
戦場の秘密図書館

小川 英子・著
マイク トムソン・著

中・高生向け

※その他にも新着図書が入っています

※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

廣池 昌弘・
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んか。
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書が入っています

気になる本がありましたら、
お気軽にご予約ください。

二部・日光公民館溝口・岸本図書館

日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土

 29 30 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31 1 2

図書カレンダー12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。

一般書
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！
　　　　　　　　ワード&エクセル超入門
開運に結びつく神様のおふだ
ヤバい生き霊
邪馬台国は別府温泉だった！
ふるさとの手帖
腸がきれいになる元気食
精神科医が教えるストレスフリー超大全
やせ筋トレ姿勢リセット
心とからだを元気にするお助けスパイスカレー
画家とモデル
シルバー川柳　いつでも夢を編

門脇 香奈子・著
桜井 識子・著
シークエンスはやとも・著
酒井 正士・著
かつお・著
松生 恒夫・著
樺沢 紫苑・著
とがわ 愛・著
印度カリー子・著
中野 京子・著
みやぎシルバーネット・編

 29 30 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31 1 2

『楽園とは探偵の不在なり』
斜線堂 有紀・著／早川書房

※年始は１/５（火）から開館 ※年始は１/４（月）から開館

年末年始の休館のお知らせ

※図書システム更新のため21日（月）から休館します。 ※公民館と同じ期間、休館します。

二部・日光公民館図書室溝口・岸本図書館

12月21日（月）～１月４日（月） 12月29日（火）～１月３日（日）

12月１日（火）・15日（火）
13：30～16：00
溝口公民館２階　小会議室２

と　き

ところ

12月16日（水）　10：30～11：30
溝口公民館３階　大会議室

と き
ところ

　12月開催行事　参加者募集　

布絵本ちくちく
ボランティア教室

あたまイキイキ音読教室

溝口

12月23日（水）　10：30～11：30
岸本公民館２階　中会議室

と き
ところ

岸本

あたまイキイキ音読教室
男性の日

12月９日（水）
10：30～11：30
溝口公民館３階　大会議室 

と き
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感染症予防のため、予告なく変更する場合があります。詳しくは図書館へお問い合わせください。

出前図書館 なかなか図書館まで行く機会がない方のために、
公民館や集会所へおすすめの本をお届けします。

殿河内：12月８日（火）
　　　　まめまめクラブ開催後
スカイタウン：12月14日（月）
　　　　まめまめクラブ開催後
　荘　：12月３日（木）　午後

　校外学習の一環として、９月９日（水）・
11日（金）に岸本小学校２年生が岸本図
書館へ、９月10日（木）に溝口小学校２
年生が溝口図書館へ来ました。
　副館長から図書館の利用方法について
の話を聞いた後、実際に本を使って調べ
学習に挑戦。もっと図書館を知るため
に、職員にも熱心に質問していました。

図書館について聞いてみよう！

大　内：12月24日（木）　午後
宮　原：12月　サロン後
八　郷：12月16日（水）
　　　　出張公民館後

９月９日（水）・11日（金）
岸本小学校２年生

９月10日（木）
溝口小学校２年生

借りたい本を持ってカウンターへ。
たくさん本があって迷います。

「図書館ってどんなところかな？」
みなさん真剣に話を
聞いていました。
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