
＊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 １１日・２５日（第２・４月曜日） 

希望の館・樋口・横河原 １２日・２６日（第２・４火曜日） 

志津川・八反地・西岡・田窪・牛渕 １３日・２７日（第２・４水曜日） 

上樋・播磨台・野田・新村・北野田 １４日・２８日（第２・４木曜日） 

上村・下林・上林・ガリラヤ荘  ８日・２２日（第２・４金曜日） 

北方・松瀬川・南方  ２日・１６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 
 ３日・１７日（第１・３日曜日） 

則之内甲・河之内・滑川・土谷・松瀬川 ９日・２３日（第２・４土曜日） 

南方・吉久・井内・則之内乙 １０日・２４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  ４日（第  １月曜日） 

西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校  ５日・１９日（第１・３火曜日） 

拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園  ６日・２０日（第１・３水曜日） 

南吉井小学校・重信幼稚園  ７日（第  １木曜日） 

北吉井小学校・北吉井幼稚園 １日・１５日（第１・３金曜日） 

東温市立図書館 令和４年７月１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 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 ７月号 
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課題図書についてのお願い 

今年も課題図書の貸出し期間は、一週間と

なっております。 

毎年、この時期には貸出利用が 

集中するため、なるべく多くの 

方が読めるように、貸出期間を短くして 

います。 

そのため、かぼちゃん号での貸出しは、 

行っておりませんので、ご了承ください。 

皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

図書館カレンダー（７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 

★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。 

７月のおはなし会は、すべて中止とします。 

 

夜のおまつり図書館★★参加者募集！！★★ 
開催日/8 月６日(土) 19：00～20：30 
場 所/図書館・歴史民俗資料館 
内 容/「ミニゲーム」「おはなし会」 
★スタンプラリー形式となっています。 

 

参加人数/３０名 
★お申込みは家族単位でお願いします。 

募集期間/7 月 4 日(月)～7 月 20 日(水) 
★申込多数の場合は抽選とします。 
結果はハガキでお知らせします。 

『花火の由来って知っていますか？』 

花火は慰霊や疫病退散が目的の行事だっ
たとされています。花火はお盆に行われ
る「送り火」「迎え火」の一種ともいわれ、
ご先祖の霊を送り迎えする意図があった
とか。お盆の時期に花火を打ち上げて霊
を慰めていたのが、いつの間にかみんな
で楽しむイベントになったようです。 
友達や家族で花火を楽しむ時に、ご先祖
様を思い出してみてはいかがでしょう

か。 

【注意】★夜間のイベントなので、お子様だけの参加はお断りします。 
申込先：東温市立図書館(本館) TEL：089-964-3414 

令和 4 年 7 月から東温市立図書館・川内分館・移動図書館 

で読んだ本の記録ができる読書記録帳を置きました。 
 

『東温市図書貸出券』をお持ちの方が対象です。 

東温市民の方は申込をすれば１冊目は無料です。 
※２冊目以降は２００円となります。 

※東温市内の未就学・小中学校・高校生を除く。 

※広域の方は１冊目から２００円となります。 

読書記録帳を作るときは申込が必要となります 

ので図書貸出券をご持参ください。      【東温市立図書館と川内分館の２カ所に置いています。】 
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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 
井上ひさし『この世の真実が見えてくる２』 福田和代『スパイコード W』 中山可穂『ダンシング玉入れ』 

丸山正樹『ウェルカム・ホーム！』 小手鞠るい『情事と事情』 垣谷美雨『あきらめません！』 

大山淳子『猫弁と幽霊屋敷』 斉藤詠一『レーテーの大河』 群ようこ『今日は、これをしました』 

小野寺史宜『奇跡集』 佐藤雫『さざなみの彼方』 加納朋子『空をこえて七星のかなた』 

町田そのこ『宙ごはん』 西村賢太『雨滴は続く』 窪美澄『夜に星を放つ』 山内マリコ『一心同体だった』 

小路幸也『〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶』 阿津川辰海『入れ子細工の夜』 今野敏『石礫-機捜２３５-』 

我孫子武丸『残心-凛の弦音-』 知念実希人『死神と天使の円舞曲』 ﾓﾆｸ･ﾃｩﾙﾝ『かくも甘き果実』 

宮部みゆき『子宝船-きたきた捕物帖２-』 高橋秀実『道徳教室-いい人じゃダメですか-』 降田天『さんず』 

三浦しをん『とあるひととき-作家の朝、夕暮れ、午後十一時-』 村崎なぎこ『百年厨房』  

石川智健『闇の余白』 古川日出男『曼陀羅華Ｘ』 遠藤周作『善人たち』 F『２０代で得た知見』 

ﾌｧﾋﾞｵ･ｽﾀｯｼ『読書セラピスト』 ｽﾁｭｱｰﾄ･ﾀｰﾄﾝ『名探偵と海の悪魔』 織守きょうや『花村遠野の恋と故意』 

中山七里『棘の家』 横関大『忍者に結婚は難しい』 辻真先『馬鹿みたいな話！-昭和３６年のミステリ-』 

津村記久子『やりなおし世界文学』 瀬戸内寂聴『捨てることから始まる』 梶よう子『広重ぶるう』 

西條奈加『よろずを引くもの（お蔦さんの神楽坂日記）４』 佐藤洋二郎『Ｙ字橋』 遠藤周作『怪奇小説集』 

ｹｳﾞｨﾝ･ｳｨﾙｿﾝ『リリアンと燃える双子の終わらない夏』 ﾍﾙﾀ･ﾐｭﾗｰ『呼び出し』 立川志の輔『大河への道』 

佐伯泰英『独り立ち』『風に訊け』 竹之内淳子『父ちゃんの認知症パラダイス』 鴻上尚文『ベター・ハーフ』 

高森美由紀『羊毛フェルトの比重』 坂岡真『刺客潮まねき』『奥義花影』 寺地はるな『カレーの時間』 

石田衣良『池袋ウエストゲートパーク』 伊岡瞬『朽ちゆく庭』 加納諒一『ナイトシフト-新宿花園裏交番-』 

村田沙耶香『信仰』 桂望実『残された人が編む物語』 聖龍人『夢の手ほどき１-２.１-３』 

天津佳之『あるじなしとて』 東川篤哉『うまたん-ウマ探偵ルイスの大穴推理-』 逸木裕『風を彩る怪物』 

ブレイディみかこ『両手にトカレフ』 来栖ひよ子『夕闇通り商店街コハク妖菓子店』 

☀実用書・その他 
ﾙｰｼｰ･ｱﾄﾞﾘﾝﾄﾝ『アウシュヴィッツのお針子』 森上信夫『虫のオスとメス、見分けられますか？』 

ﾛﾗﾝ･ｶﾙﾙｴ『地図とデータで見るグローバリゼーションの世界ハンドブック』 中野信子『不倫と正義』 

消費者教育支援センター『１８歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール-かしこい消費者になろう！-』 

朝日新聞論説委員室『天声人語２０２２春』 野村泰紀『なぜ宇宙は存在するのか-はじめての現代宇宙論-』 

山中泉『アメリカの崩壊-分断の進行でこれから何が起きるのか-』 岩波金太郎『はじめての自然養蜂』 

八幡和郎『日本の総理大臣大全-伊藤博文から岸田文雄まで１０１代で学ぶ近現代史-』 

泰道ゆりか『Ｗｅｂデザイナーおうち起業-もっと自由に、私らしく働くを叶える-』 ﾍﾚﾝ･ｽｹｰﾙｽﾞ『深海学』 

永松茂久『人は聞き方が９割』 岡田晴恵『秘闘-私の「コロナ戦争」全記録-』 森博嗣『お金の減らし方』 

ﾋﾞﾘ『植物との暮らし方超入門』 糸山智栄『瀬戸内食品ロス削減団』 『世界』編集部『ウクライナ侵略戦争』 

筧裕介『認知症世界の歩き方-認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら？-』 西山孝『元素のふるさと図鑑』 

泉美智子『学校では教えてくれなかった社会で生きていくために知っておきたい知識』 

関根俊輔『大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出がすべてがわかる本 改訂３版』 

♥えほん・よみもの 
ｱﾝﾅ･ﾃﾞｽﾆﾂｶﾔ『世界の市場』 umeco『すーは～』 まついのりこ『おかあさんだ』 

くわざわゆうこ『ばあ～っ！』 いしかわこうじ『かわいい！どうぶつパーク』 

西村敏雄『てるてるぼうずさん』 モリナガヨウ『らんらんランドセル』 はらぺこめがね『あげる』 

いりやまさとし『パンダのんびりたいそう』 やなせたかし『アンパンマンとたけとんぼまん』 

まつおかたつひで『おふろのなかのジャングルたんけん』 田中達也『くみたて』 

ﾛﾏﾅ･ﾛﾏﾆｰｼﾝ『戦争が町にやってくる』 刀根里衣『うさぎじかん』 おおいじゅんこ『ありんこトロッコ』 

とよたかずひこ『ないしょないしょのももんちゃん』 尾崎玄一郎『みなおしやのミケばあちゃん』 

三浦太郎『おはなしをどうぞ』 塚本やすし『きょうは選挙の日。』 みやにしたつや『ちびちびパンダ』 

ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌﾞﾗｲﾄ『おばけのジョージーたからさがし』 

♥かみしばい・そのた 
ときわひろみ『おとしとり（高齢者紙芝居３）』 ｳﾞｨｯｷｰ･ｳｯﾄﾞｹﾞｰﾄ『寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ』 

村上しいこ『あそび室の日曜日』 福田隆浩『たぶんみんなは知らないこと』 秋木真『少年探偵響４・５』 

あんびるやすこ『ジャレットのミント♡コレクション２５』 廣嶋玲子『ふしぎ駄菓子屋銭天堂１７』 

大崎悌造『ようかいとりものちょう乙（１５）』 日本玩具博物館『４７都道府県の郷土玩具（１）』 

吉永麻衣子『はじめての子どもパン教室』 小賀野実『はたらくくるまさいきょうずかん』 

中島春紫『ずかんはたらく微生物』 山村武彦『ぼうさい（一生つかえる！おまもりルールえほん）』 

図書館振興財団『調べるって、おもしろい！！マンガでわかる小学生の調べる学習ガイド』  

伊藤賀一『キャラ絵で学ぶ！三国志図鑑』 嶺重慎『ブラックホールってなんだろう？』 

佐々木成三『マンガでわかる！小学生のためのスマホ・ＳＮＳ防犯ガイド』 森絵都『生まれかわりのポオ』 

福田岩緒『しゅくだいドッジボール』 久保田裕『１３歳からの著作権（正しく使う・作る・発信するための）』 

L.M.ﾓﾝｺﾞﾒﾘ『赤毛のアン』 山口敏太郎『大迫力！世界のモンスター・幻獣大百科』 

井田仁康『おぼえる！学べる！たのしい世界の国』 石崎洋司『「オードリー・タン」の誕生』 

如月かずさ『びっくり図書館（なのだのノダちゃん）６』 三田村信行『ふしぎ町のふしぎレストラン５』 

藤子・F・不二雄『ドラえもん探求ワールド身近にいっぱい！おどろきの科学』 

今泉忠明『ざんねんないきもの事典やっぱり-おもしろい！進化のふしぎ-』 

♥ママのためのお助け本 
大瀬由生子『手軽でおいしい！サバ缶レシピ-からだに良くてかんたんに作れる-』 

『かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑』 小川典子『花と器の素敵な合わせ方』 

平川美鶴『和ハーブのある暮らし-あしもとのたからもの。日本の有用植物を知る、楽しむ。-』 

JA 全農広報部『ＪＡ全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方』 

ｸﾗｲ･ﾑｷ『家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい＆ゆかた（レディブティックシリーズ８２５８）』 

若山曜子『フランス仕込みのキッシュとタルト-ひとつの生地で気軽に作る-』 

金子俊雄『パタンナー金子俊雄のカジュアルなメンズ服』 


