図書館だより
東温市立図書館

６月号

「夏の大三角」や「夏の星座」などを楽しむ会の参加者を下記のとおり募集します。

令和４年６月１発行
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…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～
６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）

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
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

１１時～

日にち
１３日・２７日（第２・４月曜日）
１４日・２８日（第２・４火曜日）
２２日（第
４水曜日）
９日・２３日（第２・４木曜日）
１０日・２４日（第２・４金曜日）
１８日（第
３土曜日）
１９日（第

３日曜日）

１１日・２５日（第２・４土曜日）
１２日・２６日（第２・４日曜日）
日にち
２０日（第
３月曜日）
２１日（第
３火曜日）
１日・１５日（第１・３水曜日）
２日・１６日（第１・３木曜日）
１７日（第
３金曜日）
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興味のある方は、ぜひお申し込みください。

☆日時 /７月３０日（土曜日）19 時 30 分～21 時（受付 19 時～）
☆人数 /

１５名(小学生以下は保護者同伴) ＊お申込みは「家族単位」でお願いします。
☆募集期間 / ６月２４日（金）～７月１５日（金）
（申込多数の場合は抽選とし、結果はハガキでお知らせします。）

☆申込み先 / 東温市立図書館（本館）

TEL / 964-3414

★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。

『6 月は雨が多い理由知っていますか？』
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報
あ
ら
か
る
と

図書館では、毎年教科書の
展示会を開催しています。
東温市の小学校・中学校で
使用されている教科書はもちろん、採用さ
れていない教科書も展示しています。
どなたでも自由に閲覧できますので、この
機会に是非一度お立ち寄りください。

期間：６月１日(水)～６月２０日(月)

日本のまわりには海と空気があります。
「空気」にはたくさんのかたまりがあり、そ
れを「気団」といいます。その中で「小笠原
気団（暖）」と「オホーツク海気団（冷）
」が
6 月ころから、日本の上でおし合いを始めま
す。お互いが一歩も引かずおし合いを続ける
ことで梅雨前線という境目ができてたくさ
んの雨が降る原因となっているそうです。

場所：図書館本館２階

『時計・時間のえほん』
『珈琲・紅茶』（1 階

展示コーナー）

あなたは珈琲派？紅茶派？
ほっとくつろぎたい時に飲んでいる珈琲・紅
茶のことをもっと知ってみませんか。読むと
飲みたくなってくるかも…。

（２階 児童展示）
ごはんはいつ食べる？夜は何時にねる？
おふろは？おやつは…などなど
時計や時間についての絵本を集めてみま
した。

『あめ（雨）』
（２階

展示）

雨が多い６月。お部屋でのんびり
「あめ（雨）」についての本や絵本
を読んでみませんか。

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

＊休館日に図書を返却したい場合は、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！

６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・よみもの

鷹樹烏介『銀孤は死なず』 岩井圭也『竜血の山』 森功『鬼才―伝説の編集人齋藤十一―』
宇山佳佑『桜のような僕の恋人』 高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』
新川帆立『剣持麗子のワンナイト推理』『競争の番人』 伊東潤『天下を買った女』
伊坂幸太郎『マイクロスパイ・アンサンブル』 小路幸也『ハロー・グッドバイ（１７）』
上田秀人『布武の果て』 宇佐美まこと『夢伝い』 安壇美緒『ラブカは静かに弓を持つ』
有吉玉青『ルコネサンス』 帚木蓬生『花散る里の病棟』 佐藤友哉『青春とシリアルキラー』
瀬戸内寂聴『今日を楽しく生きる』
『９９年、ありのままに生きて』
坂井希久子『萩の餅（２）』
辻村深月『神様の罠』 千野隆司『塩の道』『紫の夢』 宇佐見りん『くるまの娘』
吉川英梨『海蝶（２）』 乗代雄介『パパイヤ・ママイヤ』 下村敦史『情熱の砂を踏む女』
辻原登『隠し女小春』 木下昌輝『狐剣の涯て』 永瀬隼介『属国の銃弾』 千葉ともこ『戴天』
櫛木理宇『氷の致死量』 ｱｰﾅﾙﾃﾞｭﾙ･ｲﾝﾄﾞﾘﾀﾞｿﾝ『印』 ﾚｵ･ﾌﾞﾙｰｽ『ビーフ巡査部長のための事件』
ｱﾘｽ･ﾌｨｰﾆｰ『彼と彼女の衝撃の瞬間』 荒川慶『運命のタックル』 ﾔﾝｼｨｰ･ﾁｭｳ『彼岸の花嫁』
金宇澄『繁花（上下）』 小川糸『真夜中の栗』 坂木司『楽園ジューシー』
田村和大『正義の階段』 東野圭吾『マスカレード・ゲーム』 逢坂剛『地獄への近道』

田島征三『た』 野村たかあき『せかいのくにでいただきます！』
黒井健『すずばあちゃんのおくりもの』 いわきあやこ『どんなおべんとう？』
清水勝『ねこちゃんにゃんにゃん』『わんちゃんわんわん』 新井洋行『おなまえおしえて』
おくやまひさし『サクラーはるなつあきふゆー』 山岡ひかる『おかあさんのパンツ３』
ｴｽﾞﾗ･ｼﾞｬｯｸ･ｷｰﾂ『ジェニーのぼうし』 柴田ケイコ『なまけていません』『ぱなしくん』
竹中俊裕『絵本で知ろう二十四節気（冬）』 ﾏﾘｱﾝﾇ･ﾃﾞｭﾌﾞｸ『わくわくどうぶつしょうがっこう』
ちかつたけお『くらべるえほん（たべもの）』 ﾊﾟﾌﾞﾛ･ﾋﾟｼｯｸ『火をぬすんだウサギ』
たなかひかる『ねこいる！』 ﾅﾀﾘｰ･ｼｭｰ『さわれるまなべるうみのいきもの』
鈴木まもる『戦争をやめた人たち』 おくはらゆめ『ねこのこね』 ｱﾝ･ﾊﾝﾀｰ『ぼうやはどこ？』
ﾆｯｸ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ『あるひくじらがやってきた』 やぎたみこ『かえるのほんや』
さいとうしのぶ『あなのなかから･･･』 新井洋行『スプーンとフライパン』
とよたかずひこ『げんこつやまのたぬきさん』 アンマサコ『どすこいすしずもう』

☀実用書・その他
永宮和『「築地ホテル館」物語―日本初の外国人専用本格的ホテルをつくった幕末維新の男たちー』
川添愛『コンピューター、どうやってつくったんですか？』 山本御稔『「あざとい」伝え方入門』
ｼﾞｪｰﾝ･ｽｰ『きれいになりたい気がしてきた』 森貴史『リヒトホーフェンー撃墜王とその一族ー』
吉田三世『世界一わかりやすい１g＝0.5 円からの古きもので作る洋服と小物』
白川優子『紛争地のポートレート』 松崎隆司『経営者交代』 末並俊司『マイホーム山谷』
佐々木一平『よくわかる電気』 木村真実『生きるために必要な「法律」のはなし』
伏見博明『旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて』 福井雄三『真珠湾の代償』 竹内亮『架橋』
小笠原弘幸『ハレム』 戸津井康之『双翼の日の丸エンジニア』 いしかわゆき『書く習慣』
齋藤一人『人は考え方が９割！』『成功は愛が９割！』 ﾓﾝﾃｨ･ﾗｲﾏﾝ『皮膚、人間のすべてを語る』
森由民『ウソをつく生きものたち』 柴田和史『教養としての「会社法」入門』
島沢優子『スポーツ毒親』 佐伯多門『スピーカー技術の１００年』 中谷宇吉郎『科学と人生』
石川和男『会社の用語図鑑』 五十川将史『人が集まる！求人票実例集１６０職種』
倉持よつば『桃太郎は嫁探しに行ったのか？』 船瀬俊介『ヴィーガン革命』
渡邉哲也『ロシア発世界恐慌が始まる日』 宮沢孝幸『ウイルス学者の責任』
古谷敏郎『評伝宮田輝』 高橋五郎『中国が世界を牛耳る１００の分野』
牧野智一『一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書』 大角修『維摩経・勝鬘経』
ｳﾞｨｸﾄﾘｱ･L･ﾀﾞﾝｸﾘｰ『子どものデジタル脳完全回復プログラム』 ﾐｼｪﾙ･ﾄﾞ･ｸﾚｯﾂｧｰ『旅の問いかけ』

♥かみしばい・そのた
岡田淳『ないしょの五日間（カメレオンのレオン）』 村山早紀『ひみつのポムポムちゃん』
秋木真『少年探偵響２・３』 辻健『わくわく自由研究６年生―理科がすきになる！－』
鳥居志帆『続ける力』 関和之『小学生の何でもお悩み相談』 ﾏﾙｾﾛ･ﾋﾞﾙﾏﾍｰﾙ『見知らぬ友』
どう解く？制作委員会『１０歳からできる自分のあたまで考えること』
陰山英男『かってに頭がよくなる毎日なぞなぞ』 多田克己『妖怪最強王図鑑』
櫻井とりお『図書室の奥はあやしい相談室』 はやみねかおる『都会のトム＆ソーヤ１９』
戸田拓夫『はじめてのおり紙ヒコーキ』 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ･ﾊﾝｺｯｸ『１０代で知っておきたい「同意」の話』
やまがたてるえ『１３歳までに伝えたい男の子の心と体のこと』
村山士郎『シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験５』 ﾘﾝﾀﾞ･ﾆｭｰﾍﾞﾘｰ『おもちゃ屋のねこ』
梁澄子『「慰安婦」問題ってなんだろう？』 平松類『高齢者を知ろう！』
小賀野実『しごととつくりがよくわかる！じどう車くらべ（１）（２）（３）（４）』
ｳﾏ･ｸﾘｼｭﾅｽﾞﾜﾐｰ『本おじさんのまちかど図書館』 吉野万理子『恋愛問題はとまらない』
廣嶋玲子『十年屋６』『かみさまのベビーシッター（２）』 横田明子『聞かせて、おじいちゃん』
早見和真『かなしきデブ猫ちゃん』 戸森しるこ『君色パレット』

♥ママのためのお助け本
満留邦子『今日のうどんー飽きないおいしさ 65 品―』
homeal『３６５日の幼児食―冷凍できる作りおきレシピー』
やさい畑ﾌｧｰﾏｰｽﾞ倶楽部『プロに教わる野菜の収穫・保存・加工の技とコツー大量消費レシピ付―』
ワタナベマキ『ワタナベマキの毎日ごはんとおやつ帖』
濱田美里『干し野菜百科 野菜 66 種の切り方・干し方・保存法』

