
＊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。 

 

 

 

 

今回は、月と土星の観察のほか、「夏の大三角」など夏の星座を楽しみます。 

興味のある方は、ぜひお申し込みください。 

☆日時 /９月3 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 / ８月２日（火）～８月１９日（金） 

（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。） 

☆申込み先 / 東温市立図書館（本館） TEL / 964-3414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

川上小学校・川上幼稚園 夏休みのため巡回はありません 

西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校 夏休みのため巡回はありません 

拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園 夏休みのため巡回はありません 

南吉井小学校・重信幼稚園 夏休みのため巡回はありません 

北吉井小学校・北吉井幼稚園 夏休みのため巡回はありません 

東温市立図書館 令和４年８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 ８月号 
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図書館カレンダー（８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。 

８月のおはなし会は、すべて中止とします。 現在、移動図書館は東温市内・幼稚園・学校など全部で 75 カ所を巡回しています。 

令和 4年 8月から新しく北野田にある『ウェルケア重信』へ巡回することとなりました。 

お近くに住んでいる方・近くを通りかかった方はぜひ利用してみてください。 

 ★巡回日  ／第 2・4日曜日（8月は 14日と 28日です。） 

 ★巡回場所／東温市北野田 『ウェルケア重信』駐車場 

 ★巡回時間／午前 9時から 9時 30分まで 

移動図書館(かぼちゃん号)が 

『ウェルケア重信』に行きます。 

「夏を楽しむ！」 
（１階特集展示） 

皆さんは夏をどう過ごしていますか？ 
残暑でますます暑くなる夏を乗り切るため
に「夏を楽しむ」本を展示してみました。 
アウトドアの方も、インドアの方もぜひ、
手に取って読んでみませんか？少し違う夏
を感じることができるかも。 

「読書感想文対策＆課題図書」 
（２階児童展示・YA展示） 

読書感想文の書き方のコツをまとめたお助 

け本や、オススメ本のブックガイドなど、 

対策本を集めました。「青少年読書感想文コ 

ンクール」の課題図書も特集しています。

併せてご覧ください。 
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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 
吉本ばなな『私と街たち』 稲田幸久『駆ける ２-少年騎馬遊撃隊-』 益田ミリ『小さいわたし』 

紫金陳『悪魔たち（上）（下）』 井上ひさし『客席のわたしたちを圧倒する（井上ひさし発掘エッセイ２）』 

越谷オサム『たんぽぽ球場の決戦』 中島京子『オリーブの実るころ』 堂場瞬一『鷹の系譜』 石田衣良『禁漁区』 

青柳碧人『ナゾトキ・ジパング』 永瀬隼介『殺し屋の息子』 今野敏『任侠楽団』 夢枕獏『仰天・俳句噺』 

年森瑛『N/A』 柴田哲孝『蒼い水の女』 朱川湊人『揚羽の夢』 西尾潤『無年金者ちとせの告白』 

花村萬月『姫』 そえだ信『臼月トウコは援護りたい』 藤つかさ『その意図は見えなくて』 大沢在昌『晩秋行』 

清水杜氏彦『予感<ある日、どこかのだれかから電話が>』 似鳥鶏『夏休みの空欄探し』 知野みさき『告ぐ雷鳥』 

ｵｸﾃｲｳﾞｨｱ・E.ﾊﾞﾄﾗｰ『血を分けた子ども』 ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾎﾞｸﾞﾗｰ『面白い物語の法則（上）（下）』 青木俊『逃げる女』 

福岡伸一『ゆく川の流れは、動的平衡』 水野敬也『夢をかなえるゾウ０ ガネーシャと夢を食べるバク』 

西尾維新『掟上今日子の忍法帖（１４）』『死物語（上）』 町田そのこ『宙ごはん』 山口恵以子『婚活食堂７』 

新名智『あさとほ』 織守きょうや『学園の魔王様と村人Ａの事件簿』 恒川光太郎『箱庭の巡礼者たち』 

吉川英梨『海の教場』 近藤史恵『筆のみが知る-幽霊絵師火狂-』 落合恵子『わたしたち』 小川哲『地図と拳』 

篠田節子『セカンドチャンス』 舞城王太郎『短篇七芒星』 佐藤究『爆発物処理班の遭遇したスピン』  

白石一文『道』 澤村伊智『怪談小説という名の小説怪談』 藍銅ツバメ『鯉姫婚姻譚』 真山仁『墜落』  

結城真一郎『＃真相をお話しします』 岡田利規『ブロッコリー・レボリューション』 熊谷達也『明日へのペダル』 

阿川佐和子『ブータン、世界でいちばん幸せな女の子』 羽生飛鳥『揺籃の都』 澤田瞳子『恋ふくらむ鳥は』  

☀実用書・その他 
川上新一『変形菌-発見と観察を楽しむ自然図鑑-』 東洋経済新報社『都市データパック２０２２』 

後田良輔『ミスを最大のチャンスに変えるリカバリーの技術』 河東哲夫『日本がウクライナになる日』 

矢島直美『すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法ってないですか？-できればスマホで-』 

森永康平『経済指標読み方がわかる事典-日本＆世界の景気を把握し先読みする-』 沢木耕太郎『飛び立つ季節』  

五十嵐良雄『うつの人のリワークガイド-また仕事を始めたい、始めても大丈夫？-』 

増田雅史『ＮＦＴビジネス見るだけノート-デジタルデータを資産に変える最先端スキル！-』 

阿部容子『宿根草で手間いらず一年中美しい小さな庭づくり』 中島恵『いま中国人は中国をこう見る』 

植草一秀『日本経済の黒い霧-ウクライナ戦乱と資源価格インフレ-』 長尾たかし『永田町中国代理人』 

北田雄夫『地球のはしからはしまで走って考えたこと』 野中径隆『バテない登山技術-プロガイドの新提案-』 

太朗『家族３人月１０万円暮らし。年間４５０万円貯蓄する経理マンの幸せにお金を貯める１００のリスト』 

井上ひさし『地球のはしからはしまで走って考えたこと』 鷲坂長美『いちからわかる廃棄物処理法』 

日本トイレ協会『災害とトイレ（進化するトイレ）-緊急事態に備えた対応-』 大久保研之『新栄養の教科書』 

ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所『図解でわかる１４歳から考える民主主義』 信田さよ子『言葉を失ったあとで』 

田中孝幸『１３歳からの地政学-カイゾクとの地球儀航海-』 古川安『津田梅子-科学への道、大学の夢-』 

上野千鶴子『最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく』 吉川徹『コールセンターもしもし日記』 

近藤誠『「副作用死」ゼロの真実-ここまでわかった“ウィズコロナ”の未来像-』 新井誠『世界の憲法・日本の憲法』  

長尾和宏『完全図解介護に必要な医療と薬の全知識（介護ライブラリー）』 大石学『一冊でわかる鎌倉時代』  

♥えほん・よみもの 
鈴木まもる『せんろはつづくどこまでつづく（読みきかせ大型絵本）』 

岡村茂『カブとんクワとん-どこまでとべる！？もりのむしむしレース-』 

ﾐｰｼｬ･ｱｰﾁｬｰ『いい一日ってなあに？』 さかざきちはる『おしりのサーカス（おはなしえほん）』 

村上康成『黄色い竜』 村上しいこ『みけねえちゃんにいうてみな ぼくはおにいちゃん（４）』 

茂市久美子『おひさまやのハンカチ』 かわはらみずまる『だいじだいじどーこだ？』 

大森裕子『くだものずかん』 たかいよしかず『ようかいむらのふしぎとしょかん』 麻生かづこ『およぐ！』 

しもかわらゆみ『きつねとぶどう』 たじまゆきひこ『なきむしせいとく-沖縄戦にまきこまれた少年の物語-』 

にしかわおさむ『１０ぴきのおばけとすすおばけ』 出口かずみ『うろおぼえ一家のパーティー』 

ｼﾞｪﾌ･ｷﾆｰ『グレッグのダメ日記（１５）』 しめのゆき『せっしゃ、なべぶぎょうでござる！』 

堀直子『まじょばーのたまごやき』 本田久作『おれは女の子だ』 もりなつこ『びわ色のドッジボール』 

間部香代『区立あたまのてっぺん小学校』 広瀬克也『妖怪横丁大運動会』 ﾃｪ･ｹﾗｰ『トラからぬすんだ物語』 

アヤ井アキコ『こうもり』 福岡伸一『ドリトル先生ガラパゴスを救う』 佐藤まどか『トーキングドラム』 

♥かみしばい・そのた 
武田晋一『貝のふしぎ発見』 岩貞るみこ『世界でいちばん優しいロボット』 鈴木薫『はじめてのキッチン』 

DK 社『博物館のバックヤードを探検しよう!-博物館のすごい裏側大図鑑-』 アヤ井アキコ『こうもり』 

児美川孝一郎『自分のミライの見つけ方-いつか働く君に伝えたい『やりたいこと探し』より大切なこと-』 

長谷川眞理子『いきもの口図鑑-口を開けたらすごいんです!-』 「旅と鉄道」編集部『かっこいい電車大百科』 

ｹｲﾃｨ･ﾃﾞｲﾝｽﾞ『７歳までに知っておきたい科学えほん』 ﾕﾝ･ｳﾝｼﾞｭ『女の子だから、男の子だからをなくす本』 

日経 BP ｺﾝｻﾙﾈｯﾄ情報ｾｷｭﾘﾃｨ『ネットの約束-今から知っておきたいルールとマナー-』  

坂本京子『もののつかいかたえじてん』 農文協『楽しい草つみ花つみクッキング（2 巻・3 巻）』 

豊田直巳『「明るい未来」を子どもたちに』『土に生かされた暮らしをつなぐ』『福島に生きる凛ちゃんの 10 年』 

宇根豊『うねゆたかの田んぼの絵本（1 巻～4 巻』 田中定幸『さくぶんめいじん-しょうがく一、二年生-』 

ﾍﾞﾝｸﾞﾄ=ｴﾘｯｸ･ｴﾝｸﾞﾎﾙﾑ『こどもサピエンス史』 『キッチン実験室-食べものの「なぜ」を探ろう!-』 

WILL 子ども知育研究所『おいしい！ふしぎ！理科実験スイーツ』『生き物バトル！最強対決めいろブック』 

笹本潤『人権と自然をまもる法ときまり（４巻）』 パンク町田『帰ってきた毒のある生きもの超百科 １７』 

小林富雄『食品ロスはなぜ減らないの？』 『中高生のスポーツハローワーク-スポーツを仕事にしたい君へ-』 

大居雄一『１３歳からの「差がつく読書術」心にささる１冊と出会える本（コツがわかる本）』 

小宮輝之『つれてこられただけなのに-外来生物の言い分をきく-』 妹尾堅一郎『かみなり』 

♥ママのためのお助け本 
渡辺雅美『アトピーっ子の安心ごはん-和ではじめる体質改善-』 『型紙を組み合わせて作る私のほしい服』  

本多理恵子『ごはん作りの絶望に寄り添うレシピ-やる気０％からの料理術-』 

牛尾理恵『大豆ミートでキレイやせ-高たんぱく＆低脂質！-』 小田真規子『心とからだが元気になる鉄分レシピ』 

高橋恵美子『手ぬいで着物リメイクゆったり心地よい服』 中川たま『つるんと、のどごしのいいおやつ』  


