と

し ょ

LIBRARY INFORMATION

図書つうしん

溝口図書館
岸本図書館
二部公民館図書室
日光公民館図書室

62-0717
68-3605
62-7159
63-0306

の

図書館職員に、この夏やりたいことを聞き
ました。ガーデニングからサメの研究まで、
さまざまなジャンルが挙がりました。
皆さんもこの夏、新たな興味・発見や、秘
められた才能に出会えるかもしれません。子
どもの頃を思い出して、好奇心のおもむくま
まに、
「おとなの自由研究」を始めませんか。
忙しい皆さんのために、ぴったりの本を探
しますよ。ぜひ図書館へお越しください。

自由研究

一般書
パナソニック株式会社・編

タカラヅカの解剖図鑑

中本 千晶・文

坊さん、
ぼーっとする。

白川 密成・著

体にうれしい！かんたん米麴レシピ

真藤 舞衣子・著

いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日

TABIZINE・著

大人気YouTuber“cook kafemaru”の

kafemaru・著

へんな生きもの へんな生きざま

早川 いくを・著

ふくしま原発作業員日誌

片山 夏子・著

世界一作りやすいおうちスイーツ

はじめてでもすてきに作れるバッグのきほん

猪俣 友紀・著

産業医が診る働き方改革

産業医科大学・編

かんたんかわいい！手作りマスク

ブティック社

出生前診断の現場から

室月 淳・著

疲れないからだになる鉄分ごはん

ワタナベ マキ・著

マスクの品格

大西 一成・著

ウチ、“断捨離”しました！

BS朝日「ウチ、“断捨離”

アクセサリーを作って

不調と美容のからだ地図

市野 さおり・著

みたいんだけど……（松本）

猫には負ける

佐々木 幹郎・著

キッチンではじめる家庭菜園

ケイティ エルザー ピーターズ・著

自分らしく暮らす部屋作りのアイデア帳

MdN編集部・編

シルバー川柳

みやぎシルバーネット・編

「minneで人気の作家が教える！
初心者でも簡単
レジン＆プラバンアクセサリー」
CRAFT LABO・著／宝島社

ピアス、ブローチ、ストールピンなど。
初心者でも簡単にできる、レジンとプ
ラバンを使った作品のレシピを公開。

近藤 麻理恵・著／サンマーク出版

沼口 麻子・著／講談社

「ときめくかどうか」を基準に片づける
方法が評判となり、一躍有名になった
著者の原点とも言える一冊。「一度習え
ば、二度と散らからない」という片づ
けメソッドを伝授。

「人食いザメは存在しません！」
。世界
でただ１人の「シャークジャーナリス
ト」が、命がけでご案内。
その数509種、４億年前から地球に生
息するサメを体当たりレポート！

山本ゆり・著／宝島社

「簡単な手順で魔法のように本格的な料
理ができる」と大好評のレンジレシピ
本第２弾です。
「ほったらかしでできる」
「味が決まる」
「想像の100倍おいしい」「小１の息子
が作れるようになった」……と大絶賛。

15 ■

広報ほうき

「ほぼ命がけ サメ図鑑」

2020年 7月号

ガーデニングを始めたい！

千客万来編

風の市兵衛

辻堂 魁・著

茶聖

伊東 潤・著

嫁ぐ日

諸田 玲子・著

今日も町の隅で

小野寺 史宜・著

できない相談

森 絵都・著

クスノキの番人

東野 圭吾・著

丸の内魔法少女ミラクリーナ

村田 沙耶香・著

ブラッド・ロンダリング

吉川 英梨・著

児童書・絵本

児童書・絵本

オニガシマラソン

トロル・作 絵

いーすとけん。ふっくら心理テスト

学研プラス

びゅんびゅんはやいはやぶさごう

溝口 イタル・絵

夢をかなえる時間の使い方BOOK

高取 しづか・監修

ノブーナガ

丸山 誠司・作

たまごにいちゃんとげんちゃん

あきやま ただし・作 絵

宇宙探査ってどこまで進んでいる？

寺薗 淳也・著

チコとにらめっこしましょ

NHK「チコちゃんに

AIって何だろう？

関 和之・マンガ イラスト
アンパンマンとてっかのコマキちゃん

やなせ たかし・原作

中・高生向け
Season2〜4

NHK Eテレ

いつかすべてが君の力になる

梶 裕貴・著

『女性管理職1年目の教科書』
野見山 玲子 斉藤 麻子・著／

叱られる！」制作班・監修

中・高生向け
先生は教えてくれない大学のトリセツ

田中 研之輔・著

都会(まち)のトム&ソーヤ

はやみね かおる・著
かお

『認知症になる人、
ならない人の生活習慣』
習慣』

日本経済新聞出版
管理職って長時間労働？

外伝16.5

石井 映幸・著／成美堂出版
男性の上司や部下との
下との

物忘れ外来の脳神経外科医が、自身の患者さ
の患者さ

女性

んたちのエピソードや、最新医学の見地から、
ん
見地から、

くべきこ
が管理職をより楽しめるように、知っておくべきこ

認知症予防の実践方法を解説。思い立った
立った「今」

とや身につけるべきことを紹介。

から、予防を始めてみませんか。

接し方は？

？
仕事とプライベートの両立は？

※その他にも新着図書が入っています
入っています

（副館長）

「自分でつくる おしゃれで小さな庭」
天野 勝美

しました！」スタッフ・著

小説

小説

「昔話法廷」制作班・編

「syunkonカフェごはん レンジでもっと！絶品レシピ」

「やる気はあるのに動けない」そんな自分を操るコツ

mini+SPRiNG編集部・著

昔話法廷

簡単な料理を覚えたい！（井本）

児玉 光雄・著

綾瀬はるかmeets Beautiful Athletes

ひとり暮らしの教科書

サメのことを調べたい（岩見）

「人生がときめく片づけの魔法」

お気軽にご予約ください。

岸本図書館

溝口図書館
一般書

片づけたいのですが、
どこから手をつけていいか
分かりません（福吉）

新着図書情報

2020.７

ホームページ
https://www.houki-town.jp/book/

今年の夏は

おとな

気になる本がありましたら、

天野 麻里絵・著／講談社

おしゃれな実例とていねいなプロセス
写真で庭づくりがよく分かる！自分の
手で思いどおりの庭が作れます！
土台となる土作りから、花木選び、植
えつけまで親切に解説。ちょっとした
コツで庭が見違えます。

こちらから蔵書検索できます
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。
※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。

図書カレンダー７月
溝口・岸本図書館

二部・日光公民館

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土
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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。

