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小説
三体　２上・下
結婚させる家
あふれる家
任俠シネマ

劉 慈欣・著
桂 望実・著
中島 さなえ・著
今野 敏・著

児童書・絵本
へらへらおじさん
街のネズミ
わたしはせいか・ガブリエラ
おぶぎょうざさま
ロウリーのいい子日記

佐々木 マキ・作
原 啓義・文　写真
東郷 聖美・作　絵
ささき みお・作
ジェフ キニー・作

一般書
おひとりさまのゆたかな年収200万生活
万葉学者、墓をしまい母を送る
仏教の智慧が学べる日々のことば
はまじとさくらももこと三年四組
西城秀樹一生青春
おうちでしあわせ日本全国まるごとおとりよせ便
身のまわりのものでできる手作りマスク
コロナショック・サバイバル
国立公園を旅する
男の子・女の子ハッピー名前事典
今日から自宅がジムになる宅トレ

おづ まりこ・著
上野 誠・著
枡野 俊明・著
浜崎 憲孝・著
西城 秀樹・著
たかはし みき・著
寺西 恵里子・著
冨山 和彦・著
日本国際放送・企画
東伯 聰賢・監修
坂詰 真二・著

小説
まだ温かい鍋を抱いておやすみ
さよなら願いごと
迷子のままで
ダブル・トライ

彩瀬 まる・著
大崎 梢・著
天童 荒太・著
堂場 瞬一・著

郷土
鳥取のわらべ歌
暮らしを手づくりする

酒井 董美・著
山本 教行・著

児童書・絵本
恐竜と古代の生き物図鑑
目で見るSDGs時代の環境問題
こんぺいとうはゆめみてた
キャーッ！みんなの怪談
ウルトラマンとぼくらVS.怪獣ぐんだん

ジョン ウッドワード・著
ジェス フレンチ・著
金子 みすゞ・童謡
怪談クラブ・監修
山本 孝・作　絵

仮面ライダー鎧武外伝の舞台を小説化。
トルキア共和国内で起こる紛争を利用して、

鎮宮影正はライダーシステムの実験を行ってい
た。TVシリーズ本編その後が書かれた１冊です。

『ハツ江おばあちゃんの
　フライパン1つで100レシピ』
 高木 ハツ江・著／NHK出版        

NHK料理番組『きょうの料理ビギナーズ』のレシピ本。
定番の生姜焼きから、ローストビーフなどのちょっと

特別な日のメニューまで、フライパン１つで簡単にでき
る料理を多数紹介。初心者にもおすすめの１冊です。

国谷裕子と考えるSDGsがわかる本
キャラでわかる！はじめての感染症図鑑

国谷 裕子・監修
岡田 晴恵・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

用して、
行ってい
１冊です。

岡田 晴恵

っています

山本 教行・

シピ』

シピ本。
ちょっと
簡単にでき
冊です。

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

 30 31 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 1 2 3

図書カレンダー９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
老いの器量
これだけは知っておきたいほんとうの昭和史
教養として知っておきたい33の経済理論
世界標準の自己肯定感の育て方
体をおいしくととのえる！食べる漢方
みんなある！相談しづらい受診しづらい体のお悩み！
小さくても「暮らしやすい家」ベスト58
飾って愉しむミニチュアの和服
少量でおいしいジッパー袋でかんたん季節の保存食
藤井弁当
もちっと忠犬もちしば

下重 暁子・著
渡部 昇一・著
大村 大次郎・著
船津 徹・著
櫻井 大典・監修
奈良 信雄・監修
主婦の友社・編
秋田 廣子・著
榎本 美沙・著
藤井 恵・著
眞丘 ちえ・著

 30 31 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 1 2 3

しずみやかげまさ

『小説仮面ライダー鎧武外伝
　～仮面ライダー斬月～』
石ノ森章太郎・原作／毛利亘宏・著／鋼屋ジン・監修／講談社

がいむ

ざんげつ

　読書の秋になりました。９月１日（火）以降、岸本・溝口図書館で新規に利用者カー
ドを登録していただいた方に、ボールペンをプレゼントします。
　キャンペーンは、プレゼントが無くなり次第終了です。
　図書館を利用したことがない方も、この機会にどうぞ図書館へお越しください。
　詳しくは職員へお問い合わせください。

利用者カード新規登録キャンペーン利用者カード新規登録キャンペーン

９月１日（火）・９月15日（火）
13：30～16：00
溝口公民館２階　小会議室２

と　き

ところ

９月16日（水）　10：30～11：30
溝口公民館３階　大会議室

と き
ところ

９月開催　各教室参加者募集
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

９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

なかなか図書館へ行く
機会がない方のために、
集会所などで本を借りていただける
出前図書館を行っております。

殿河内：９月８日（火）　午前
　荘　：９月３日（木）　まめまめクラブ開催後
大　内：９月25日（金）　まめまめクラブ開催後
宮　原：９月29日（火）　まめまめクラブ開催後

感染症予防のため予告なく変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。

期間：９月１日（火）～プレゼントが無くなり次第終了
対象：利用者カード新規登録者（町内外問わず）

図書館で本を借りよう！読書の秋

ゼンリン住宅地図 老眼鏡無料Wi-Fi

平日９:30～18:00

土日９:30～17:00FREE Wi-Fi
図書館にお立ち寄りの際は、
お気軽にご利用ください。

図書館で聞いてみよう！
そんな時は、お気軽に職員までおたずねください。

読んでみたい本があるけど…
「図書館にあるか知りたい」
「取り寄せられる本か分からない」
「本をリクエストしたい」
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