
＊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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般巡回地区 日にち 

幸楽・南方・則之内・河之内・町西 １３日・２７日（第２・４月曜日） 

希望の館・樋口・横河原     １４日（第  ２火曜日） 

志津川・八反地・西岡・田窪・牛渕  ８日・２２日（第２・４水曜日） 

上樋・播磨台・野田・新村・北野田  ９日・２３日（第２・４木曜日） 

上村・下林・上林・ガリラヤ荘 １０日・２４日（第２・４金曜日） 

北方・松瀬川・南方  ４日・１８日（第１・３土曜日） 

北方東・横河原・田窪団地・上林・下林 

南野田・堀池 
 ５日・１９日（第１・３日曜日） 

則之内甲・河之内・滑川・土谷・松瀬川 １１日・２５日（第２・４土曜日） 

ｳｪﾙｹｱ重信・南方・吉久・井内・則之内乙 １２日・２６日（第２・４日曜日） 

小学校・幼稚園巡回地区 日にち 

川上小学校・川上幼稚園 ６日・２０日（第１・３月曜日） 

西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校  ７日・２１日（第１・３火曜日） 

拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園  １日・１５日（第１・３水曜日） 

南吉井小学校・重信幼稚園 ２日・１６日（第１・３木曜日） 

北吉井小学校・北吉井幼稚園 ３日・１７日（第１・３金曜日） 

★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。 
 

 

東温市立図書館 令和５年２月１日発行 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

   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     

 

本 館  見奈良５０９-３（市役所北側）        
ＴＥＬ  ９６４-３４１４ 
開館時間 ９：００～１９：００ 

川内分館 南方２６４（川内公民館内）        
ＴＥＬ  ９６６-４７２１ 
開館時間 ９：００～１７：１５ 

 

図書館は基本的に月末日のみ休館しております(川内分館は異なる) 

が、３月は年に１度の蔵書点検の入れ替えを行いますので、以下の 

期間は特別休館いたしまます。 

ご利用の皆様には何かとご不便をおかけしますが、図書の管理上、 

大切な作業ですのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

◆休館期間◆ ３月５日(日)～１１日(土) 
＊本館・川内分館・移動図書館車ともに休館します。 

＊返却は、夜間返却口(本館)・返却ボックス(川内分館)をご利用ください。 

図書館だより ２月号 
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図書館カレンダー（２月） 

  …ちびちびちゃんのおはなし会（０～３歳児対象）   １１時～ 

…ちびたちびこのおはなし会 （０～３歳児対象）   １１時～ 

…かぼちゃんのおはなし会（どなたでも参加できます） １１時～ 

…本館休館日 

○ …川内分館休館日 

２月のおはなし会は、すべて中止とします。 

※直木賞 受賞作品※ 

 ●小川 哲  『地図と拳』 

 ●千早 茜  『しろがねの葉』 

※芥川賞 受賞作品※ 

 ●井戸川 射子『この世の喜びよ』 

●佐藤 厚志 『荒地の家族』 
   〔貸出中の本には、予約をすることができます。〕 

〈直木賞候補作〉 

小川哲 『地図と拳』 

千早茜 『しろがねの葉』 

一穂ミチ『光のとこにいてね』 

凪良ゆう『汝、星のごとく』 

雫井脩介『クロコダイル・ティアーズ』 

〈芥川賞候補作〉 

井戸川射子『この世の喜びよ』 

佐藤厚志『荒地の家族』 

安堂ホセ『ジャクソンひとり』 

ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ｹｽﾞﾅｼﾞｬｯﾄ『開墾地』 

鈴木涼美『グレイスレス』 

図書館に関する詳しい情報をお知りになりたい場合は、図書館ホームページ（http://www.toon-lib.jp）をご覧ください。 

 

はじめてのえほん講座～あかちゃんとえほん de あそぼ～ 
絵本の選び方や読み聞かせの方法・楽しみ方を絵本専門士が分かりやすく伝えます。 

産後のお母さん向けに、助産師が教える骨盤ケアストレッチ講座もありますよ。 

募集人数：親子５組《０歳児（首が据わった４か月程度の乳児～１歳）とその保護者》 

開 催 日：３月１５日・２２日（どちらも水曜日/全２回講座） 

場  所：東温市老人福祉センター１階 和室（中央公民館内） 

申込期間：２月３日（金）～２月２４日（金）申込が多数の場合は抽選 
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話題の本、届いています！ 

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。 

ほかにも、たくさんの新着本があるので、ぜひ読んでください。 

☀小説・エッセイ 
上田秀人『継ぐ者』 青柳碧人『名探偵の生まれる夜』 伊東潤『一睡の夢-家康と淀殿-』 阿刀田高『小説作法の奥義』 

薬丸岳『罪の境界』 誉田哲也『妖の絆』 高野和明『踏切の幽霊』 佐々木譲『樹林の罠』 林真理子『成熟スイッチ』 

新井素子『南海ちゃんの新しいお仕事』 窪美澄『タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース』 黒木亮『兜町の男』 

顎木あくみ『わたしの幸せな結婚（５）（６）』 三川みり『龍ノ国幻想（４）』 梯久美子『この父ありて-娘たちの歳月-』 

松浦弥太郎『今日もごきげんよう』 穂村弘『ぼくの短歌ノート』 門井慶喜『江戸一新』 吉田篤弘『中庭のオレンジ』 

黒川創『彼女のことを知っている』 深沢潮『わたしのアグアをさがして』 田丸雅智『遅刻する食パン少女』 

木下昌輝『戦国十二刻-女人阿修羅-』 似鳥鶏『名探偵外来-泌尿器科医の事件簿-』 ｼﾞｪｽﾐﾝ･ｳｫｰﾄﾞ『線が血を流すところ』 

筒井康隆『笑犬楼 vs.偽伯爵』 萩耿介『食われる国』 中山七里『作家超サバイバル術』 荻原浩『ワンダーランド急行』 

遠野遙『浮遊』 松浦寿輝『香港陥落』 梓澤要『あかあかや明恵』 永井紗耶子『木挽町のあだ討ち』 今野敏『審議官』 

高森美由紀『藍色ちくちく』 鈴木涼美『グレイスレス』 西澤保彦『異分子の彼女』 佐伯泰英『荒ぶるや』 

伊岡瞬『白い闇の獣』 ﾊﾟｯﾄ･ﾊﾞｰｶｰ『女たちの沈黙』 西村健『バスに集う人々』 原宏一『間借り鮨まさよ』 

枝豆ずんだ『出ていけ、と言われたので出ていきます２』 ﾌﾟﾙｰｽﾄ『失われた時を求めて７』 村山由佳『ある愛の寓話』 

中山七里『祝祭のハングマン』 朝比奈秋『植物少女』 柴田よしき『お勝手のあん７』 姜尚中『生きる意味』 

☀実用書・その他 
馬場友希『新種発見！』 宮下洋一『死刑のある国で生きる』 勝本吉伸『農産物直売所で稼ぐ７０の極意』 

村山秀太郎『地政学で読みとく「これからの世界」』 青木謙知『よくわかる最新ジェットエンジンの基本と仕組み』 

日本給食業経営総合研究所『最新給食ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本』 桜井莞子『79 歳、食べて飲んで笑って』 

橘玲『バカと無知』 楠木建『絶対悲観主義』 松橋利光『プロの履歴書からわかる生きものの仕事』 森功『バブルの王様』 

ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾎﾞｱｽﾞ『日本はクール！？-間違いだらけの日本の魅力発信-』 久山一枝『はじめよう水墨画-動画で楽しむ-』 

鈴木宣弘『世界で最初に飢えるのは日本』 旬の暮らしをたのしむ会『旬のカレンダー保存版-家庭で教わること-』 

佐藤理仁『専門医がやさしく教えるリウマチの治し方』 ｼﾞｭﾝ･ｾﾆｻｯｸ『ネイティブが毎日使ってる万能英会話フレーズ１０１』 

山口周『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか？』 竹内純子『電力崩壊-戦略なき国家のエネルギー敗戦-』 

森公任『すぐに役立つ入門図解親子の法律問題』 安田克彦『はじめての溶接作業』 『会社四季報 2023 年 1 集新春号』 

西村泰洋『図解まるわかり要件定義のきほん』 熊上崇『面会交流と共同親権-当事者の声と海外の法制度-』 

高木教雄『世界一わかりやすい腕時計のしくみ』 尾上昌人『個人事業主・中小企業のための補助金獲得の教科書』 

赤工友里『新しい収納の教科書-「浮かせる」「立たせる」「寝かせる」でどんな家も片づく-』 ﾆｷｰ･ｳｫｰｶｰ『「争い」入門』 

森島士紀子『体が整うとっておきのしょうがレシピ』 永濱利廣『給料が上がらないのは、円安のせいですか？』 

出口治明『「捨てる」思考法-結果を出す８１の教え-』 八幡和郎『日本の政治「解体新書」』 前田速夫『老年の読書』 

森功『国商-最後のフィクサー葛西敬之-』 ｹｲﾃｨ･ﾐﾙｸﾏﾝ『自分を変える方法』 野地秩嘉『伊藤忠-財閥系を超えた最強商人-』 

宮路秀作『地図でスッと頭に入る世界の三大穀物』 中島岳志『思いがけず利他』 白崎裕子『植物生まれの気楽なおやつ』 

永松茂久『君は誰と生きるか』 小林昌樹『調べる技術-国会図書館秘伝のレファレンス・チップス-』 

東京医科歯科大学最先端口腔科学研『新しい歯の教科書-口内環境は、全身の健康につながる-』 松田忠徳『全国温泉全集』 

田口二州『日本で一番わかりやすい手相の本』 高橋海渡『AI のしくみと活用がこれ 1 冊でしっかりわかる教科書』 

内野勝行『究極の疲れない脳-5 人の名医が脳神経を徹底的に研究してわかった-』 五十嵐杏南『世界のヘンな研究』 

♥えほん 
ｼﾞｭﾘｰ･ﾌﾚｯﾄ『アグネスさんとわたし』 ｱﾄﾘｴﾘﾘ『はりねずみのポチカ-もりのおかいもの-』 

せなけいこ『わたしがあんであげる』 とりこ『ひとりでよめるたべもののひみつずかん』 

たなかしん『おたんじょうび ふ～』 おおのこうへい『パンダのがらをなんにする？』 北村人『カシャッ！』 

やなせたかし『アンパンマンともりのひみつ』 まつおりかこ『いつつごうさぎとゆきのもり』 

ﾐｰｽ･ﾌｧﾝ･ﾊｳﾄ『どんなきもち？』 大野八生『エリザとさくらのものがたり』 田中六大『よるのやおやさん』 

桐山エツコ『キリムからの手紙』 五味太郎『とんでやすんでかんがえて･･』『ひよこはにげます（幼児絵本）』 

しおたにまみこ『さかなくん』 飯野和好『国生みイザナギ イザナミ』 KORIRI『ねこのラーメンやさん』 

いぬいさえこ『きにのことがだいすき』 ｸﾘｽ･ｳｫｰﾒﾙ『2 ひきのカエル-そのぼうきれ、どうすんだ？-』 

ﾏｯﾄ･ｼﾞｪｰﾑｽ『つきよのアイスホッケー』 いとうひろし『バンバンバンバンバンソウコウ』  

♥よみもの・かみしばい 
斉藤洋『こえてくる者たち-翔の四季 冬-』 柏葉幸子『モンスター・ホテルでうたいましょう』 

辻貴司『ツクルとひみつの改造ボット』 草野あきこ『魔女のなみだのクッキー』 秋木真『少年探偵響８』 

櫻井とりお『虹いろ図書館司書先輩と見習いのぼく』 廣嶋玲子『あやし、おそろし、天獄園-銭天堂番外編-』 

萩原弓佳『夢見せバクのおまじない』 森埜こみち『どすこい！』 輔老心『小説弱虫ペダル９』 

中松まるは『アタックライン１』 

♥そのた 
柴田書店『めんはすごい！-シェフが先生！小学生から使える、子どものためのいろんなめんの料理本-』 

さとうみき『認知症のわたしから、10 代のあなたへ』 村山秀太郎『13 歳からの図解でなるほど地政学』 

ﾎﾟﾄﾞｱﾙﾁﾝｸﾞ『テーマパークのサバイバル』 日本玩具博物館『47 都道府県の郷土玩具４-四国・九州地方-』 

畑村洋太郎『やらかした時にどうするか』 佐藤俊幸『アリのひみつ大図鑑』 濱島淑惠『ヤングケアラー』 

阿部恵『１さつまるごと！くすりのひみつ』 吉田誠司『10 代のためのココロとカラダの整え方』 

「日本の名画がわかる本」編集室『小学生のための「日本の名画」がわかる本』 高桑祐司『絶滅動物』 

森戸やすみ『びょうきのよぼう』 柴田好章『地域の発展につくした先人大事典』  

坪田信貴『やりたいことが見つからない君へ』 戸田拓夫『紙ヒコーキで遊ぼう！飾ろう！』 

阿部秀樹『食いねぇ！お寿司まるごと図鑑』 谷本雄治『農業をささえる生きもの図鑑-地味にスゴい！-』 

行方昭夫『読解力をきたえる英語名文３０』 小田島庸浩『これだけは知っておきたいこども図鑑』 

♥ママ・パパのためのお助け本 
本山尚義『全 201 カ国＆地域おうちで作れる世界のおやつ』 大島節子『一生ものイタリアン』 

小林まさみ『小鍋仕立ての絶品鍋-いただきます 66 品-』 『ビギナーさんでも大丈夫！手作りの通園通学グッズ』  

今井ようこ『いちごのお菓子づくり-ショートケーキからタルト、ドーナツ、マカロン、カンノーリ、大福、甘酒ゼリーまで-』 

ムラヨシマサユキ『ホットケーキミックスの絶品おやつ-お店みたいなパンケーキや焼き菓子、パンまで作れる！-』 

サフィラス『糸と針で作る大人のビーズリング』 


