
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般巡回地区 日にち 

幸楽・南方・則之内・河之内・町西 １２日・２６日（第２・４月曜日） 

希望の館・樋口・横河原 １３日・２７日（第２・４火曜日） 

志津川・八反地・西岡・田窪・牛渕     １４日（第２  水曜日） 

上樋・播磨台・野田・新村・北野田  ８日・２２日（第２・４木曜日） 

上村・下林・上林・ガリラヤ荘  ９日・２３日（第２・４金曜日） 

北方・松瀬川・南方  ３日・１７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 
 ４日・１８日（第１・３日曜日） 

則之内甲・河之内・滑川・土谷・松瀬川 １０日・２４日（第２・４土曜日） 

ｳｪﾙｹｱ重信・南方・吉久・井内・則之内乙 １１日・２５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  ５日・１９日（第１・３月曜日） 

西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校  ６日・２０日（第１・３火曜日） 

拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園  ７日・２１日（第１・３水曜日） 

南吉井小学校・重信幼稚園  １日・１５日（第１・３木曜日） 

北吉井小学校・北吉井幼稚園  ２日・１６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。 
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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 ２９ ３０ ３１ 

 

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 

図書館だより 12 月号 

情･

報･
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と 
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ト
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図書館年末年始の休館について 
図書館は基本的に、月末日のみを休館日として運営（川内分館は異なります）し

ておりますが、年末年始に関しましては、長期休館いたします。 

利用者の方にはご不便をおかけいたしますが、ご了承ください。 

なお、休館中に返却をされる際には、玄関前にあります夜間返却口 

(本館)、又は返却ボックス(川内分館)をご利用ください。 

【年末年始休館】１２月２８日（水）～１月４日（水） 
＊本館・川内分館共に同じです。返却日が年末年始になることはありません。 

図書館特製 干支しおり プレゼント!! 

図書を借りられた、先着 500名様（本館・川内分館あわせて） 

に特製干支しおりをプレゼントいたします。ぜひご来館ください。 

１月５日（木）からなくなり次第終了です。 

図書館カレンダー（１２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 

 

本年もご来館いただき、  

ありがとうございました。  

来年も皆さまの

ご来館をお待ち

しております。  

年末年始の過ごし方（１階特集展示） 

今年も残すところ 1 か月を切りました。 

2022 年の最後は、この時期お役立ち 

間違いなしの、《年賀状》《おせち＆ 

お雑煮》《掃除》を特集します。 

「ほんの福袋」 貸出します！！ 

テーマに沿って図書館スタッフが選んだ２冊が入っています。 

普段は手にしない本との、運命の出会いが待っているかも…。 

気になるテーマの袋を選んだら、貸出券と一緒にカウンターに 

お持ちください。（※本はプレゼントではありません
．．．．．

。ご注意ください!!） 

令和 5 年１月５日（木）～18 日（水）福袋がなくなり次第、終了とします。 

 

 

もういくつ寝ると… 
（２階絵本コーナー） 

2022 年も、もうあと少し。絵本の

特集は、お正月と来年の干支・うさ

ぎが出てくる絵本を集めましたよ。 

１２月のおはなし会は、すべて中止とします。 

＊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。 

 
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。 
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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。 

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 
柏井壽『京都四条月岡サヨの板前茶屋』 辻堂ゆめ『君といた日の続き』 青羽悠『幾千年の声を聞く』 

内館牧子『老害の人』 山本文緒『無人島のふたり-120 日以上生きなくちゃ日記-』 多和田葉子『太陽諸島』 

知念実希人『機械仕掛けの太陽』 玉岡かおる『春いちばん-賀川豊彦の妻ハルのはるかな旅路-』 

柚木麻子『とりあえずお湯わかせ』 谷村志穂『過怠』 藤井太洋『第二開国』 松村友視『ゆれる階』 

阿部和重『ULTIMATE EDITION』 山田悠介『サブスクの子と呼ばれて』 吉本ばなな『吹上奇譚 第 4 話』 

皆川博子『皆川博子髄筆精華３ 書物の森の思い出』 月村了衛『十三夜の焰』 白岩玄『ﾌﾟﾘﾃﾝﾄﾞ･ﾌｧｰｻﾞｰ』 

ﾓﾉｶﾞﾀﾘﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ『モノガタリは終わらない』 河崎 秋子『清浄島』 ｳｨﾙ･ﾜｲﾙｽﾞ『フローリングのお手入れ法』 

ﾛｰﾍﾞﾙﾄ･ｾﾞｰﾀｰﾗｰ『野原』 佐伯泰英『一人二役』 瀬戸内寂聴『あこがれ』 米澤穂信『栞と嘘の季節』 

朝井まかて『鎌倉残影』 澤村伊智『ばくうどの悪夢』 佐々木譲『闇の聖域』 佐藤愛子『幸福とは何ぞや』 

恩田陸『なんとかしなくちゃ。-青雲編-』 一穂ミチ『光のとこにいてね』 辻村深月『あなたの涙は蜜の味』 

櫻木みわ『カサンドラのティータイム』 島本理生『憐憫』 中山七里『特殊清掃人』 石原慎太郎『絶筆』 

ｱﾘｽﾝ･ﾓﾝﾄｸﾚｱ『王女に捧ぐ身辺調査-ロンドン謎解き結婚相談所-』 ぬー『ちったい俺の巻き込まれ異世界生活』 

月神サキ『お尋ねの元大聖女は私ですが、名乗り出るつもりはありません』 武田綾乃『嘘つきなふたり』 

直島翔『警察医の戒律』 方方『柩のない埋葬』 ｼﾞｮｰｼﾞ･ｵｰｳｪﾙ『動物農園』 井戸川射子『この世の喜びよ』 

藤野可織『青木きららのちょっとした冒険』 木内一裕『バッド・コップ・スクワッド』 松本清張『任務』 

真梨幸子『さっちゃんは、なぜ死んだのか？』 吉森大祐『東京彰義伝』 宮城谷昌光『馬上の星-馬援伝-』 

富樫倫太郎『北条氏康-3-』 小野寺史宜『タクジョ！-みんなのみち-』 あさのあつこ『おもみいたします』 

☀実用書・その他 
西口元『改正民法による相隣関係の実務』 岩槻邦男『日本の絶滅危惧生物図鑑-環境省レッドリスト-』 

農村漁村文化協会『これ、台所でつくれます。-発酵漬物から手打ち麺、ベーコン・チーズまで-』 

ﾌﾗﾝｸ･ﾃﾀｰﾙ『地図で見るヨーロッパハンドブック』 田沼和夫『「電気、マジわからん」と思ったときに読む本』 

森本雅之『「モーター、マジわからん」と思ったときに読む本』 服部雄一郎『サステイナブルに家を建てる』 

大谷昌継『すごい採用-考え方を変えれば採用はうまくいく-』 三谷幸喜『鎌倉殿の１３人 完結編』 

ひろゆき『99％はバイアス』 ﾆｸﾗｽ･ﾈｯﾄ･ｵ･ﾀﾞｰｸﾞ『１７９４』 松本ぷりっつ『ぷりっつさんち ７』 

長野ゆか『実践！はじめてのホームファイリング』 山内弘隆『観光経済学-理論とデータで学ぶ-』 

上阪徹『人生で一番大切なのに誰も教えてくれない幸せになる技術』 すとうけんたろう『5 文字で四字熟語』 

ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ『ビジネスで使える数学の基本が１冊でざっくりわかる本』 ﾊ･ﾜﾝ『今日も言い訳しながら生きてます』 

原貫太『あなたと SDGs をつなぐ「世界を正しく視る」習慣』 加部究『毎日の部活が高校生活一番の宝物』 

児島悠史『ドラッグストアで買えるあなたに合った薬の選び方を頼れる薬剤師が教えます』 ちー『ゆる FIRE』 

大和田書房編集部『京都のおばあちゃんたちに聞いた１００年後にも残したいふるさとレシピ１００』 

服部年金企画『６０歳を迎えた人の厚生年金・国民年金Ｑ＆Ａ 2022 年６月改訂版』 高橋篤史『亀裂』 

益田ミリ『タイムトラベル世界あちこち旅日記』 大泉書店編集部『10 代のためのお金と投資』 

青木省三『大人のトラウマを診るということ-こころの病の背景にある傷みに気づく-』  

前川佳文『世界遺産ミュンマー・バガン遺跡-華麗なる壁画の世界-』 大村大次郎『お金で読み解く地政学』 

♥えほん 
とよたかずひこ『みかんくんがね･･･』『ポッポーきかんしゃゆきさんぽ』『おんぷちゃんとねこ』 

あべ弘士『あべ弘士のシートン動物記 4』 彦坂有紀『へいおまち！-おすしのえほん-』  

布川愛子『ふゆのコートをつくりに』 たかいよしかず『ようかいむらのうきうきクリスマス』 

まつながもえ『からっぽのにくまん』 ｱﾆｯｸ･ﾏｿﾝ『わたしがいじわるオオカミになった日』 

上野紀子『ねずみくんだーれだ？』 わたなべあや『てあらイーモうがイーモ』 村田ｴﾘｰ『おまもりえほん』 

♥よみもの 
まはら三桃『クイズ研究会チームスリー』 堀直子『わたしたちの歌をうたって』 吉田純子『おばけのひみつきち』 

あんびるやすこ『ルルとララのティラミス』 ｴﾘﾅｰ･ｸﾗｲﾏｰ『だれもしらない小さな家』  

村中季衣『奉還町ラプソディ』 小手鞠るい『うさぎタウンのパン屋さん』 瀧羽麻子『ひこぼしをみあげて』 

樫崎茜『手で見るぼくの世界は』 中谷加代子『命のスケッチブック』 礒みゆき『それで、いい！』 

おのりえん『オハヨウどろぼう』 大崎悌造『ようかいとりものちょう乙 １６』 

♥そのた 
石川伸一『未来の食べもの大研究』 森健次朗『13 歳からの「集中力」向上バイブル！』  

八木陽子『今から身につける「投資の心得」-10 歳から知っておきたいお金の育て方-』 

飯倉義之『はじめてのオニずかん』 和田俊憲『10 歳から読める・わかるいちばんやさしい刑法』 

講談社『宇宙兄弟といっしょに学ぶ宇宙図鑑』 ﾊﾟｸ･ｿﾝｲ『トンネルのサバイバル-生き残り作戦-』 

伝承遊びを伝える会『歌あそび』 M.L.ﾀﾞﾝﾊﾑ『ディズニー全キャラクター大辞典 最新版』 

障害と本の研究会『障害とバリアフリー』 西村まさゆき『そうだったのか！国の名前由来ずかん』 

藤田利江『図書館たんけん-図書館に行ってみよう-』 青山由紀『ことばで遊ぼう！！ことばあそび大図鑑』 

いずもりよう『教科書に出てくる身のまわりの生物 1.2.3』 松田哲夫『中学生までに読んでおきたい哲学 1.2』 

WILL こども知育研究所『友だちのこまったがわかる絵本』 高山リョウ『大接近！工場見学 1.2.3.4.5.6』 

福岡政行『国会のしごと大研究 1.2.3.4.5』 鎌田浩毅『日本の大地つくりと変化 1.2.3.4』 

杉村喜光『モノのなまえ事典』 森山卓郎『めざせ！ことば名人使い方９０蓮発！ 1.2.3.4.5』 

♥かみしばい 
ｽｽﾞｷｺｰｼﾞ『きんのおのぎんのおの-イソップ童話より-』 長野ヒデ子『アラジンとまほうのランプ』 

吉田尚令『くるみわり人形』 とよたかずひこ『あかちゃんがあっあっあ』 前田マリ『ぴよぴよぴよちゃん』 

相野谷由起『おんぶおんぶ』 

♥パパママのためのお助け本 
今田義夫『はじめてパパになる本 新装版-父親のための育児手帖-』 福田淳子『抹茶のおやつ１００』 

高橋恵美子『手ぬいでかんたん！ほどかずそのまま着物をリメイク』  

小山浩子『やる気と集中力を養う 3～6 歳児の育脳ごはん』 平野レミ『平野レミのオールスターレシピ』 

フジノシン『ケーキ-知って味わう楽しみ✖基礎知識✖食べたいケーキ 33-』 

幕内秀夫『子どもをじょうぶにする食事は、時間もお金も手間もかからない』 

 


