
＊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  ８日・２２日（第２・４月曜日） 

希望の館・樋口・横河原  ９日・２３日（第２・４火曜日） 

志津川・八反地・西岡・田窪・牛渕 １０日・２４日（第２・４水曜日） 

上樋・播磨台・野田・新村・北野田 １１日・２５日（第２・４木曜日） 

上村・下林・上林・ガリラヤ荘 １２日・２６日（第２・４金曜日） 

北方・松瀬川・南方  ６日・２０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 
 ７日・２１日（第１・３日曜日） 

則之内甲・河之内・滑川・土谷・松瀬川 １３日・２７日（第２・４土曜日） 

ｳｪﾙｹｱ重信・南方・吉久・井内・則之内乙 １４日・２８日（第２・４日曜日） 

小学校・幼稚園巡回地区 日にち 

西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校 １日・１５日（第１・３月曜日） 

拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園 ２日・１６日（第１・３火曜日） 

南吉井小学校・重信幼稚園 １７日（第  ３水曜日） 

北吉井小学校・北吉井幼稚園 １８日（第  ３木曜日） 

川上小学校・川上幼稚園 １９日（第  ３金曜日） 

★新型コロナウイルス感染予防のため、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 ５月号 
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図書館カレンダー（５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 

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。 

 

☆★こどもどくしょのひフェスティバルの開催について★☆ 
日時：令和５年５月 7日（日） 午前 10時 20分から 12時まで 
   ※当日の受付も行っています。 
場所：東温市中央公民館 和室（１階） 
    【開催内容】 
     ★おはなしかい：午前 10時 20分から 10時 50分まで 
     ★子どもを守る！応急手当の話：午前 11時から 12時まで 
      ＊消防車の乗車体験ができます。 

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。助産師が教える、やさしいタッ
チで筋肉をゆるめることで身体を整えるママ・パパのリン
パケア講座もあります。 

募集人数：親子５組 

《0歳児（首が据わった 4カ月程度の乳児～1歳）までとその保護者》 

開催日：6 月 14 日（水）・２０日（火）（全 2回講座） 
場 所：東温市立図書館 ２階（親子読書室） 

申込期間：５月８日（月）～５月３１日（水）＊申込が多数の場合は抽選 

申 込 先：東温市立図書館（電話：089-964-3414） 

今月の作家特集《本屋大賞の 20年！歴代本屋大賞作品フェア》 
歴代本屋大賞を受賞した作品を特集しました。この時代はこれだったのか～と思える作品ばかり
です。思わず手に取って読んでしまいたくなりませんか。      （１階 特集コーナー） 

2004年『博士の愛した数式/小川洋子』     2014年『村上海賊の娘/和田竜』 
2005年『夜のピクニック/恩田陸』       2015年『鹿の王/上橋菜穂子』 
2006年『東京タワー/リリー・フランキー』   2016年『羊と鋼の森/宮下奈都』 
2007年『一瞬の風になれ/佐藤多佳子』     2017年『蜂蜜と遠雷/恩田陸』 
2008年『ゴールデンスランパー/伊坂幸太郎』  2018年『かがみの孤城/辻村深月』 
2009年『告白/湊かなえ』           2019年『そして、バトンは渡された/瀬尾まいこ』 
2010年『天地明察/冲方丁』          2020年『流浪の月/凪良ゆう』 
2011年『謎解きはディナーのあとで/東川篤哉』 2021年『52ヘルツのクジラたち/町田そのこ』 
2012年『舟を編む/三浦しをん』        2022年『同志少女よ、敵を撃て/逢坂冬馬』 
2013年『海賊とよばれた男/百田直樹』     2023年『汝、星のごとく/凪良ゆう』 
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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。 

図書館で新しい本との出会いをしてみませんか。 

☀小説・エッセイ 
窪美澄『夜空に浮かぶ欠けた月たち』 村上しいこ『あえてよかった』 村上春樹『街とその不確かな壁』 

阿泉来堂『贋物霊媒師 2 彷徨う魂を求めて』 白川紺子『京都くれなゐ荘奇譚 3』 薬丸岳『最後の祈り』 

霜島けい『鬼灯ほろほろ』『おとろし屏風』 宮部みゆき『ぼんぼん彩句』 西加奈子『くもをさがす』 

日之影ソラ『元宮廷錬金術師の私、辺境でのんびり領地開拓はじめます！2』 稲井田そう『後宮花箋の刺客妃』 

佐藤雫『白蕾記』 志駕晃『そしてあなたも騙される』 柚木麻子『オール・ノット』 武内涼『厳島』 

一色さゆり『カンヴァスの恋人たち』 月村了衛『香港警察東京分室』 砂原浩太朗『藩邸差配役日日控』 

五十嵐律人『魔女の原罪』 泉ゆたか『君をおくる』 深木章子『灰色の家』 乾ルカ『花かざりを待たず』 

竹本健治『話を戻そう』 雪富千晶紀『ホワイトデス』 垣谷美雨『行きつ戻りつ死ぬまで思案中』 

近藤史恵『それでも旅に出るカフェ』 古処誠二『敵前の森で』 大崎梢『27000 冊ガーデン』 

坂井希久子『華ざかりの三重奏』 渡辺優『私雨邸の殺人に関する各人の視点』 中山祐次郎『悩め医学生』 

安壇美緒『ラブカは静かに弓を持つ』 安東能明『突破屋』 山口恵以子『真夏の焼きそば』『あの日の親子丼』 

くわがきあゆ『レモンと殺人鬼』 ｱｰｼｭﾗ･K･ﾙ=ｸﾞｳｨﾝ『私と言葉たち』 東野圭吾『魔女と過ごした七日間』 

米織『捨てられ聖女の異世界ごはん旅４』 小野寺史宜『みつばの郵便屋さん４・５』 霜島けい『月の鉢』 

ｼﾞｬﾆｽ･ﾊﾚｯﾄ『ポピーのためにできること』 ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊｰﾝ『オックスフォード世界児童文学百科-新版-』 

蓮見圭一『美しき人生』 南杏子『いのちの十字路』 重松清『はるか、ブレーメン』 中嶋博行『検察特捜』 

☀実用書・その他 
ﾍﾆﾝｸﾞ･ﾏﾝｹﾙ『ｽｳｪｰﾃﾞｨｯｼｭ･ﾌﾞｰﾂ』 ﾊﾟｵﾛ･ｺﾆｪｯﾃｨ『狼の幸せ』 岡内大三『香川にもすくができるまで』 

小野木彩香『毎日、一輪。』 大石明弘『太陽のかけら』 縣秀彦『ビジュアル天文学史』 

田島木綿子『「おかえり」と言える、その日まで』 ながさき一生『魚ビジネス』 室岡健志『行動経済学』  

福原政則『調達・資材・購買の基本』 ﾌﾟﾙｰｽﾄ『失われた時を求めて 12』 川本伸一『生食のはなし』  

高橋恵美子『手ぬいでかんたん、ほどかずにできるきものリメイク』 後藤正治『クロスロードの記憶』 

建築知識『これで完璧！伝わる建築実施図面の書き方』 白川蜜成『マイ遍路』 中村計『笑い神』      

斉藤淳子『シン・中国人』 尾原和啓『激変する世界で君だけの未来をつくる 4 つのルール』 

佐々木望『声優、東大に行く』 後藤みどり『はじめてのバラづくり 12 か月』 伊澤理江『黒い海』 

森公任『最新交通事故の法律と手続き』『最新裁判・訴訟の基本と手続き』 西岡杏『キーエンス解剖』 

榎本美沙『ちょこっとから楽しむはじめての梅仕事』 ﾘｰﾏﾝｻｯﾄ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ『＃趣味で作る人工衛星』 

ﾚｲﾁｪﾙ･ｲｸﾞﾉﾄﾌｽｷｰ『イラストで学ぶ世界を変えたコンピュータの歴史』 田渕直也『教養としての「金利」』 

平本久美子『おかたいデザイン-トラッドな職場のノンデザイナーさんに！-』 加来耕三『家康の天下取り』 

長谷川敦『人がつくった川・荒川』 ｱﾝﾇ･ｽｳﾞｪﾙﾄﾙｯﾌﾟ=ﾃｨｰｹﾞｿﾝ『昆虫の惑星-虫たちは今日も地球を回す-』 

小野一光『完全ドキュメント北九州監禁連続殺人事件』 岡本行夫『危機の外交-岡本行夫自伝-』 

柴田佳秀『あした出会える野鳥 100』 北條久美子『どんなに苦手でもうまくいく電話対応-新人のミカタ！-』 

高橋修『あした出会える雑草の花 100』 箕輪弥生『地球のために今日から始めるエコシフト１５』 

遠藤研一郎『デジタル時代にだまされないための 18 歳からの「契約」超入門-マンガと図解-』 

松永武『とことん楽しむサウナの世界-初心者から上級者まで、活用メソッド徹底解剖-』 

♥えほん 
高野紀子『はじめての梅しごと』 ﾓﾘﾅｶﾞﾖｳ『やぶこぎ-川辺の草はらと生き物たち-』  

高橋和枝『とってもすてきなおうちです』 齋藤槇『どこどこいってた？』 

ｱｰﾉﾙﾄﾞ･ﾛｰﾍﾞﾙ『アーノルド・ローベルのへんてこなとりたち』 ﾗｯｾﾙ･ﾎｰﾊﾞﾝ『けんかのたね』 

H.A.ﾚｲ『どうながのプレッツェルとこいぬたち』 ﾎﾟｰﾙ･ﾛｼﾞｬｰｽ『はじまりの日』 

ﾊﾘｴｯﾄ･ﾎﾌﾞﾃﾞｲ『よるのあいだに･･･』 高久至『うまれてくるよ海の中』 西村敏雄『ねむいねむい』 

ｲｼﾔﾏｱｽﾞｻ『給食室のいちにち』 たかいよしかず『ようかいむらのぴかぴかにゅうがく』 

大木あきこ『だいじょうぶ！いちねんせい』 武田美穂『セロひきのゴーシュ』 

ｻﾝﾄﾞﾗ･ﾃﾞｭﾒｲ『化石のよぶ声がきこえる-天才恐竜ハンターウェンディ・スロボーダー-』 

はらぺこめがね『すしねずみ』 ｲ･ｼﾞｳﾝ『パライパンマンマ』 新井洋行『おばけとたからさがし』 

齋藤槇『すいぞくかんのおいしゃさん』 みねおみつ『キャンピングカーのたび』 

♥よみもの・かみしばい 
富安陽子『ふしぎ草子』 村上しいこ『すいとうのひとやすみ』 風野潮『ペンタとニック』 

こまつあやこ『雨にシュクラン』 佐藤まどか『スクランブル交差点』 礒みゆき『それで、いい！』 

ｵﾝｼﾞｬﾘ Q.ﾗｳﾌ『フードバンクどろぼうをつかまえろ！』 高森美由紀『ふたりのえびす』 

ｳﾝ･ｿﾎﾙ『5 番レーン』 ｴﾙ･ﾏｸﾆｺﾙ『魔女だったのかもしれないわたし』 歌代朔『スクラッチ』  

ﾀﾞｲｱﾅ･ﾊｰﾓﾝ･ｱｼｬｰ『アップステージ』 横田明子『ライスボールとみそ蔵と』 

楠章子『森のちいさな三姉妹』 いとうみく『おねえちゃんって、あれれ、あかちゃん？』 

角野栄子『はなとりかえっこ』 廣嶋玲子『銀行屋と小間使い猫』 いしかわえみ『絶叫学級２』 

齋藤洋『家のおはけずかんハイ！』『がっこうのおばけじかん』 高瀬美恵『星のカーヴィ８・４９』 

石崎洋司『心霊探偵ゴーストハンターズ４・５』 カバヤ食品株式会社『ほねほねザウルス２７』 

♥そのた 
松島恵利子『中村哲物語-大地をうるおし平和につくした医師-』 渡邉義浩『三国志が好き！』 

白石優生『タガヤセ！日本（14 歳の世渡り術）-「農水省の白石さん』が農業の魅力を教えます-』 

ﾎﾟﾄﾞｱﾙﾁﾝｸﾞ『大雪のサバイバル』 長根広和『乗りもの 新版』 コーラ小林『イチからつくるコーラ』 

G.Masukawa『水中最強王図鑑-No.1 決定トーナメント！！-』 関和之『デザインのすごい力』 

柳田理科雄『ジュニア空想科学読本２０愛蔵版』 すぎうらゆう『宇宙ってどんなところ』 

小宮輝之『鳥の食べもの＆とり方・食べ方図鑑』 田村文『いつか君に出会ってほしい本』 

甲斐田万智子『きみがきみらしく生きるための子どもの権利』  

青柳健隆『僕たちの部活がなくなる？★だったら自分で放課後をデザインしよう！』 

♥ママ・パパのためのお助け本 
まるみキッチン『やる気１％ごはん-テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ５００-』 

Mizuki『Mizuki のカンタン手作り３時のおやつ』 


