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中央図書館 今月の特集 新居図書館 今月の特集 

・『親子で楽しむアウトドア』 

・『自然と親しむはじめてキャンプ』 

・『バーベキューテクニックの極意！』 

・『楽しい！日帰り山歩き入門』ほか 

アウトドアを楽しもう！ よく似てる！ 

・『あれあれ？そっくり！』 

・『なにかいる！どこにいる？』 

・『何がちがう？どうちがう？似ている日本語』 

・『似たもの言葉のウソ！ホント？』ほか 

★中央図書館 

親子で楽しめる図書館おすすめの絵本の展示 

と、スペシャルなおはなし会を開催するよ。 

また、普段は書庫に保管している洋書絵本も 

展示しているので見に来てね。 

 

★新居図書館 

本を借りたり、おはなし会に参加したりして 

スタンプを集めるとプレゼントがあるよ！ 

◆３月の統計◆  入館者数 19,109人／ 貸出人数 7,980人／ 貸出冊数 34,552冊 

「こどもの読書週間」イベントを開催中！ 

（～５／３１まで） 

４月より、新居図書館では、

入口に館内用のかごをご用

意しました。借りたい本やお

手荷物などを入れてお使い

下さい。 

また、中央図書館では、玄関

にブックカートをご用意し

ています（２台）。こちらも

ぜひご利用ください。 

「必読図書コーナー」を探す 

図書館には、各小学校で指定された必読図書を集めた「必読図書コーナー」があります。 

（シリーズ本や、必読図書以外の「おすすめ本」は、コーナーに置いていない場合があります） 

西部公民館図書室、北部多目的センター図書室にも必読図書コーナーがありますので、 

お近くの方はそちらもご利用ください。 

 

館内の検索機や、図書館のホームページで探す 

学校・学年別で一覧になっていますので、ぜひご活用ください。 

   ◆検索機  ・・・「図書館のおすすめの本」へ 

   ◆図書館ホームページ ・・・蔵書検索のページから「小・中学校おすすめ本」へ 

 

 探している本が貸出中のときは・・・  
窓口で予約する 

ピンク色の予約申込書（必読図書専用の予約申込書）に記入して窓口までお持ちください。 

 

館内の検索機、図書館のホームページから予約する 

パスワードが必要になります。窓口で仮パスワードを発行してもらうか、ご自身で 

図書館のホームページから発行してください（仮パスワードはご自身で変更できます）。 

  

小学校で指定された「必読図書」をお探しの方へ 

館内での本の持ち運びにご利用ください 

新居図書館 

 
見つからないときは 

お気軽にご相談ください 

http://1.bp.blogspot.com/-Ig-D-hIn2UE/UPzH_M-7QbI/AAAAAAAAK0w/PzbFjqzWwBk/s1600/reading_boy.png
http://www.irasutoya.com/2014/08/blog-post_497.html
http://1.bp.blogspot.com/-dhhOgcLuMno/UOKDd91oaGI/AAAAAAAAKN4/KdxJy4P8eoQ/s1600/school_summer.png
http://4.bp.blogspot.com/-GkpJdW--_FQ/UYtb30fxqwI/AAAAAAAARsI/BYtuOrQAebw/s800/job_information.png


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

中央図書館と新居図書館の 

大活字本 を一部入れ替えました 

※大活字本とは、通常の本よりも文字が 

２～３倍大きくなっている本です 

あ
い
う 

え
お 

中央図書館の児童向け洋書コーナーをリニ

ューアルしました。発音も学べる CD 付きの

英語絵本のシリーズを新たに揃えました。子

どもから大人まで楽しく英語に触れること

ができる本です。ぜひご利用ください。 

『大相撲の解剖図鑑』 

伊藤勝治／監修、エクスナレッジ おすすめ本 

「大相撲」というとご年配の方の見

るものと思われがちですが、最近では

若い女性のファンも増え「スー女
じょ

」と

呼ばれています。今年は日本人力士と

しては１９年ぶりに稀勢の里が横綱

に昇進し、さらに春場所での奇跡の逆

転優勝によりファンを沸かせていま

す。今回のおすすめ本は、イラストを

用いて大相撲を完全図解、ファンの方

も初心者の方も楽しめる１冊です。 

大人のための朗読会 

朗読グループ「はなしずく」による 

５月のカレンダー ■＝休館日 

◆日時  ５月２６日（金）14:00～15:00 

◆場所  中央図書館２階 お話し室 

◆内容 

・「信念」     武田泰淳／著 

・「よもぎ苦いか、しょっぱいか」  

重松 清／著 

・「狼森
おいのもり

と笊森
ざるもり

、盗森
ぬすともり

」 宮沢賢治／著 

※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください 

☎ 053-576-4351 

開館時間 9:30～18:30 

☎ 053-594-3155 

開館時間 9:30～18:30 

西部公民館  ：☎ 053-577-2867 

北部多目的ｾﾝﾀｰ：☎ 053-578-0760 

開館時間 9:00～17:00 

中央図書館 

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    

 

新居図書館 

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    

 

公民館図書室 

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    

 

日本の国技「大相撲」 

２位 『みかづき』 森絵都、集英社 

３位 『罪の声』 塩田武士、講談社 

４位 『ツバキ文具店』 小川糸、幻冬舎 

５位 『桜風堂ものがたり』 村山早紀、PHP 研究所 

６位 『暗幕のゲルニカ』 原田マハ、新潮社 

７位 『i』 西加奈子、ポプラ社 

８位 『夜行』 森見登美彦、小学館 

９位 『コンビニ人間』 村田沙耶香、文藝春秋 

１０位 『コーヒーが冷めないうちに』 川口俊和、 

サンマーク出版 

平成２９年４月 11 日（火）、本屋大賞の発表がありま
した。本屋大賞は、全国の書店員さんが自分で読んで
「面白かった」「お客さんに薦めたい」「お店で売りた
い」と思った本を選んで投票し、その結果によって決
まる賞です。ノミネートされた本はすべて図書館で所
蔵していますので、ぜひ読んでみてくださいね。 

大賞 

 

 

『蜜蜂と遠雷』 恩田陸／著、幻冬舎 

 

※ 

 

 

朗読会への参加で、コーちゃん健康マイレージ 
のスタンプがもらえます 

http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_670.html
http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_670.html
http://1.bp.blogspot.com/-J9tULm-vxh8/Uj_21rqRk1I/AAAAAAAAYCg/YkranYlqXwA/s800/dokusyo_woman.png

