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図書館の本は大切に読んでください!!

東温市立図書館 令和４年 11 月１発行

図書館カレンダー（１１月）
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…本館休館日
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…ちびちびちゃんのおはなし会（０～３歳児対象）

一般巡回地区
幸楽・南方・則之内・河之内・町西
希望の館・樋口・横河原
志津川・八反地・西岡・田窪・牛渕
上樋・播磨台・野田・新村・北野田
上村・下林・上林・ガリラヤ荘
北方・松瀬川・南方
北方東・横河原・田窪団地・上林・下林
南野田・堀池
則之内甲・河之内・滑川・土谷・松瀬川
ｳｪﾙｹｱ重信・南方・吉久・井内・則之内乙

小学校・幼稚園巡回地区
川上小学校・川上幼稚園
西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校
拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園
南吉井小学校・重信幼稚園
北吉井小学校・北吉井幼稚園

＊図書資料は丁寧に取扱い、書き込み、切り取り、ページ折りは
．．．．．．．
絶対にしないでください。
．．．．．．．．．．
＊誤って破損・汚損した場合は、必ず返却時に申し出てください。
その際、修理は図書館職員が行いますので、そのままの状態で
ご返却ください。
．．．．．．．．．．．．．．
＊破損・汚損がひどい場合には、弁償をして頂く場合がありますの
で、ご了承ください。

♪♪クリスマスのおはなし会を開催します♪♪
１１時～

…ちびたちびこのおはなし会
（０～３歳児対象）
１１時～
１１月のおはなし会は、すべて中止とします。
…かぼちゃんのおはなし会（どなたでも参加できます）
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．．．．．．．．．
＊図書館の資料は、みんなの貴重な財産です!!

１１時～

日にち
１４日・２８日（第２・４月曜日）
８日・２２日（第２・４火曜日）
９日・２３日（第２・４水曜日）
１０日・２４日（第２・４木曜日）
１１日・２５日（第２・４金曜日）
５日・１９日（第１・３土曜日）
６日・２０日（第１・３日曜日）
１２日・２６日（第２・４土曜日）
１３日・２７日（第２・４日曜日）
日にち
７日・２１日（第１・３月曜日）
１日・１５日（第１・３火曜日）
２日・１６日（第１・３水曜日）
１７日（第
３木曜日）
４日・１８日（第１・３金曜日）
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日時：令和４年１２月１４日（水）
時間：１０時～１１時４５分（受付９時４５分～）
場所：中央公民館内老人福祉センター（１階：和室）
人数：親子１０組

申込期間：令和４年１１月２１日（月）～（先着順）
＊少し早いクリスマスを楽しみませんか。

★新型コロナウイルス感染防止対策のため、イベントの開催を中止する場合があります。図書館ホームページや電話等でご確認ください。

今月の作家：窪美澄
料理本大賞特集

（１階特集コーナー）
（1 階

特設展示）

2009 年『ミクリマ』で第 8 回 R-18 文学

2022 年料理本レシピ大賞が発表されました。

賞大賞を受賞しデビュー。2011 年『ふが

大賞となった『リュウジ式至高のレシピ』ほか受賞

いない僕は空を見た』で第 24 回山本周五

となった料理本を集めてみました。

郎賞を受賞、第 8 回本屋大賞第 2 位とな

毎日の料理に迷っている方必見です！

り 2012 年に永山絢斗・田畑智子主演で
映画化もされました。

本 館
ＴＥＬ
開館時間

見奈良５０９-３（市役所北側）
９６４-３４１４
９：００～１９：００

川内分館
ＴＥＬ
開館時間

南方２６４（川内公民館内）
９６６-４７２１
９：００～１７：１５

＊閉館時間や休館日に図書の返却をされる場合は、玄関前の夜間返却口（川内分館は返却ボックス）をご利用ください。

話題の本、届いています！

11 月号

さっそく読んでみませんか？人気の本は予約待ちになります。
ここに掲載しているのは、図書館に入った新着本の一部です。
図書館（本館・川内分館とも）には、先月届いた全ての新着本を掲載
した、「新着案内」が置いてあります。皆さんぜひご活用ください。

☀小説・エッセイ

♥えほん

道尾秀介『いけない２』 五十嵐貴久『奇跡を蒔くひと』 ｳﾞｨｵﾗ･ｱﾙﾄﾞｰﾈ『「幸せの列車」に乗せられた少年』
岩井三四二『切腹屋』 石持浅海『高島太一を殺したい五人』 雫井脩介『クロコダイル・ティアーズ』
岩井圭也『付き添うひと』 嬉野 君『竜血の娘３・４ -金星特急 続-』 yocco『王都の外れの錬金術師２』
秋川滝美『居酒屋ぼったくり おかわり３』 大山淳子『猫弁と透明人間』 阿津川辰海『あなたへの挑戦状』
有栖川有栖『濱地健三郎の呪える事件簿』 潮谷験『あらゆる薔薇のために』 歌野晶午『首切り島の一夜』
佐野広実『シャドウワーク』 くどうれいん『虎のたましい人魚の涙』 ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ『真夜中の教室１５』
青山七恵『はぐれんぼう』 奥田英朗『リバー』 窪美澄『夏日狂想』 角野栄子『イコトラベリング 1948』
千早茜『しろがねの葉』 東川篤哉『仕掛島』 森晶麿『探偵と家族』 ﾔﾏｻﾞｷﾏﾘ『歩きながら考える』
冬森灯『縁結びカツサンド』 みつはしちかこ『小さなひとり暮らしものがたり』 温又柔『永遠年軽』
池井戸潤『ハヤブサ消防団』 上野誠『万葉学者、墓をしまい母を送る』 乾ルカ『水底のスピカ』
湊かなえ『湊かなえのことば結び』 小川哲『君のクイズ』 木地雅映子『ぼくらは、まだ少し期待している』
秋川滝美『ソロキャン！』 大前粟生『死んでいる私と、私みたいな人たちの声』 奥山景布子『葵のしずく』
阿部智里『烏の緑羽』 井上荒野『小説家の一日』 吉永南央『薔薇色に染まる頃』 森明日香『写楽女』
中島要『吉原と外』 倉知淳『世界の望む静謐』 乙川優三郎『潜熱』 佐藤青南『犬を盗む』

飯野和好『ぼくとお山と羊のセーター』 武田美穂『ひみつのえんそく（おはなしえほん）』
矢野アケミ『ぶどうおいしくなーれ』 大島妙子『なぞなぞでおばけやしきたんけん』
みやにしたつや『さよならぼくたちのようちえんほいくえん』 田中達也『おすしがふくをかいにきた』
末崎茂樹『わんぱくだんのバスごっこ』 いわさゆうこ『ごろんずっしりさつまいも』 高畠純『そうなのよ』
shimizu『まねまねどうぶつ』 ﾁｮｰ･ﾋｶﾙ『なにになれちゃう？』 服部美法『おふくさんの１２かげつ』
柴田ケイ子『パンしろくま』『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』 五十嵐大介『にだんべっど』
ﾍﾟｸ･ﾋﾅ『あずきがゆばあさんととら』 長谷川義史『だじゃれむかしむかし』 三輪滋『おばあちゃん』
村山純子『さわってたのしいレリーフブックおかしのどうぶつえんんじつきさわるえほん）』
すみくらともこ『わにくんのだめだめぼうし』 ﾙｲｽ･ｽﾛﾎﾞﾄﾞｷﾝ『わらってよピッコ』

☀実用書・その他
宮竹貴久『「死んだふり」で生きのびる-生き物たちの奇妙な戦略』 ｻﾗ･ﾃﾞｨﾝｸﾞﾙ『ドナーで生まれた子どもたち』
松尾剛行『キャリアデザインのための企業法務入門』 ｶｰﾗ･ﾊﾟﾜｰ『普通の若者がなぜテロリストになったのか』
渡辺弘司『図解最新知的財産権のしくみと手続きがわかる事典』 松下東子『日本の消費者はどう変わったか』
すなお『楽しくなる着付け 100 のコツ -はじめてさんからベテランさんまで使える-』 内澤旬子『カヨと私』
横田一輝『サーバーのしくみと技術がこれ 1 冊でしっかりわかる本』 田村セツコ『人生はごちそう』
ｼﾞｪﾌ･ﾌﾚｯﾁｬｰ『SHO-TIME -大谷翔平メジャー120 年の歴史を変えた男-』 反田恭平『終止符のない人生』
瀧島未香『タキミカ体操 -日本最高齢インストラクターの「心まで若返る」生き方レッスン-』
川原繁人『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』 東洋経済新報社『会社四季報業界地図 2023 年版』
久住祐一郎『江戸藩邸へようこそ』 だっくす小峰『いちばんよくわかる！カメの飼い方・暮らし方』
小島美里『あなたはどこで死にたいですか？ -認知症でも自分らしく生きられる社会へ-』
ﾀﾞﾆｴﾙ･M･ﾃﾞｲｳﾞｨｽ『人体の全貌を知れ』 篠原龍『最高の髪型解剖図鑑 -黄金比の顔を手に入れる-』
五十嵐杏南『生き物たちよ、なんでそうなった！？』 西田麻美『産業用ロボット The ビギニング』
農文協『農家が教えるタケノコづくし -下処理・アク抜き、保存・加工、使いきりレシピ-』
土屋裕昭『６０分でわかる！インボイス＆消費税超入門』 上杉惠理子『教養としての着物』
まつおみかこ『お菓子・パン・料理教室のつくり方 -リアルでもオンラインでも選ばれて稼ぐ！-』
平山晋『お客さんに“習慣化”してもらう！移動販売の運営術』 浜崎憲孝『僕、はまじ』
中嶋弓子『難病の子どもと家族が教えてくれたこと』 検見崎聡美『腸活で長生き！オートミール健康レシピ』
和田秀樹『医者が教える５０代からはじめる老けない人の「脳の習慣」』
山田五郎『世界一やばい西洋絵画の見方入門』 樋口恵子『９０になっても、楽しく生きる』

♥よみもの
桃戸ハル『５分後に意外な結末 黒いユーモア』『青いミステリー』『白い恐怖』 いとうみく『バンピー』
斉藤洋『おばけとしょかん２ 花子さんをさがせ』『黒と白のあいだで -翔の四季 秋-』 ﾙﾘ『長い長い夜』
ﾕﾘ･ｼｭﾙｳﾞｨｯﾂ『チャンス -はてしない戦争をのがれて-』 藤本ともひこ『どたばたへなちょこ探偵団』
佐藤まどか『雨の日が好きな人』 八束澄子『ぼくたちはまだ出逢っていない』 岩瀬成子『ひみつの犬』
魚住直子『考えたことなかった』 輔老心『弱小弱虫ペダル８』 廣嶋玲子『ふしぎ駄菓子屋銭天堂１８』
いとうみく『おねえちゃんって、ときどきなきむし！？』 佐藤まどか『雨の日が好きな人』

♥そのた
増田朋代『知りたい！行ってみたい！なぞとき絶景図鑑』 『ふじさんにっぽんいち！（しぜんにタッチ！）』
増崎英明『知らなかった！おなかのなかの赤ちゃん図鑑』 上田勝彦『おいしい魚ずかん』
音ゆみ子『作って発見！西洋の美術』 河出書房新社『世界を平和にする第一歩（１４歳の世渡り術）』
中村桂子『化学はこのままでいいのかな』 津村記久子『苦手から始める作文教室』
三輪恭嗣『はじめてのハムスターそだてかたブック』 櫻井武『睡眠の大研究 -しくみと役割をさぐろう-』
韓賢東『SDGs のサバイバル -クイズでわかる地球のためにできること-』 増田隆一『はじめての動物地理学』
斉藤洋『がっこうのおばけずかんサバイバルゲームブック』 横塚眞己人『屋根のうえのバトンリレー』

♥かみしばい
長谷川義史『きたかぜとたいよう（イソップ童話）』 土田義晴『おつきさまとおつきみ（年少向）』
礒みゆき『ハロウィンにこんばんは！（年少向）』

♥ママ＊パパのためのお助け本
中原麻衣子『いまさら聞けない箸の持ち方レッスン』 越膳夕香『バック作りの教科書-仕上がりに差がつく-』
『手作りしたいキッズのへんしん服』 だれウマ『宇宙一ずぼら絶品めし』 平野レミ『おいしい子育て』
美濃羽まゆみ『心に残る、子ども服』 『かぎ針と棒針で編むベビー＆キッズのウェアとこもの』

