
・下町ロケット [3] 池井戸 潤

・未来 湊 かなえ

・ファーストラヴ 島本 理生

・魔力の胎動 東野 圭吾

能面検事 中山 七里

・夏の雪 佐伯 泰英

・むすびつき 畠中 恵

・漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作

・万引き家族 是枝 裕和

・心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 中村 恒子

・これからを稼ごう 堀江 貴文

・夫婦という他人 下重 暁子

・維新始末 上田 秀人

・焦土の刑事 堂場 瞬一

・マリコ、うまくいくよ 益田 ミリ

・
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くらしの中に図書館を！

＜小説・エッセイ・紀行・ノンフィクション＞

・地に滾る あさの あつこ∥著 祥伝社

・燃える波 村山 由佳∥著 中央公論新社

・ミダスの河 柄刀 一∥著 祥伝社

・最後の医者は雨上がりの空に君を願う（上・下）

二宮 敦人∥著 TOブックス

・音叉 高見澤 俊彦∥著 文藝春秋

・死にたい、ですか 村上 しいこ∥著 小学館

・ブルーハワイ 青山 七恵∥著 河出書房新社

・人生の値打ち 曽野 綾子∥著 ポプラ社

・IQ イデ∥著 早川書房

・人殺しの息子と呼ばれて 張江 泰之∥著 KADOKAWA

・やや黄色い熱をおびた旅人 原田 宗典∥著 岩波書店

人気のある本

秋の夜長は、星や月をみつめて、はるかかなたに広

がる天体に思いをはせてみませんか？ちなみに今年の

中秋の名月は9月24日です。

特設コーナー

特 集

児 童 特 集

「人生100年時代」

「よぞらをみあげて」

9月17日は「敬老の日」ですね。世界でも稀な長寿国ニッ

ポン。人生を楽しく心豊かにそして元気に過ごす秘訣や長

寿食にスポットをあてて、今なお現役で活躍している著名

人の本など集めてみました。

「人生50年」なんて歴史のかなたにおいやって、今をアク

ティブに生きるシニアに注目です！

＜なんだか気になるほん＞

・宇宙の「果て」になにがあるのか 戸谷 友則∥著 講談社

・阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし

阿佐ケ谷姉妹∥著 幻冬舎

・世界の美しい博物館 パイインターナショナル∥編著

・方言でたのしむイソップ物語

イソップ∥著 安野 光雅∥絵 平凡社

・ホーキング、最後に語る

スティーヴン W.ホーキング∥著 早川書房

・日航機123便墜落最後の証言 堀越 豊裕∥著 平凡社

・シックでかわいいエコクラフトのかごバッグ&小物

西尾 ななえ∥著 ブティック社

・デートで初めて行った映画は何ですか? 

柴田 こずえ∥取材 文 岩崎書店

・読書という荒野 見城 徹∥著 幻冬舎

・“世界の果て”の物語 ドミニク ラニ∥著 河出書房新社

＜暮らしのほん＞

・ナンプラーがあればダシはいらない

ワタナベ マキ∥著 グラフィック社

・ドライフラワーでつくる花束飾り華やかなスワッグ

Kristen∥著 日東書院

・野菜のごちそう弁当 坂本 ちなみ∥著 KADOKAWA

・砂糖、牛乳、卵を使わないおいしい甘酒レシピ

金丸 絵里加∥著 主婦の友社

・わたしだけのハーバリウムBook 福本 幸子∥著 講談社

and more...

貸出中のものは

予約もできます。

第13回中央公論文芸賞が8月29日に発表され、朝

井まかてさんの『雲上雲下』（徳間書店）に決まり

ました。おめでとうございます。

9月28日（金）全国公開の映画「散り椿」（岡田

准一主演）。原作は葉室麟さんの『散り椿』です。

どちらも図書館にありますので、よかったらこの

機会に読んでみませんか。



 

土

1

日 月 火 水 木 金

9/11⇒9/19
夏休みボランティ

ア講座の展示
はらぺこあおむしの

おはなし会

6 7 8

9 10 11 12 13

休館日 休館日 Ｊａｓｏｎ’ｓ
ストーリータイム

【展示】⇒ 14 15

21 2216 17 18 19 20

28
振替休日開館

29

（～9/29（土）まで）

おはなしハンプティの
むかしばなし

 

図書館員の
おはなしタイム

（＠ＡＶホール）

27

祝日開館 にじいろスマイル 図書館シネマ

図書館コンサート

「アイリッシュハープの夕べ」

4 52 3

30
館内整理日

休館日

休館日祝日開館

（敬老の日）

（秋分の日）

20冊貸出開始

23 24 25 26

休館日

次の方々より図書の寄贈がありました。
各種団体及び自治体部署、また匿名希望の方は省略しています。

ご寄贈ありがとうございます。

図書の寄贈（7月21日～８月20日受付分）

編著

早川書房

岩崎書店

村田 信昭 酒井 雅史 萩原 覚 エフコープ生活協同組合

他 2名（匿名希望）

はらぺこあおむしのおはなし会 １４：００から

Ｊａｓｏｎ’ｓストーリータイム １１：００から

おはなしハンプティのむかしばなし １４：３０から

にじいろスマイル １１：００から

図書館員のおはなしタイム １４：３０から

９月４日（火）から

「図書館ｄｅハーバリウム」の参加受付を行

います。

開催日時

１０月１３日（土）

午前の部：１０時から

午後の部：１４時から

それぞれ１０名ずつ（親子参加できます）

定員になり次第終了します。

この機会にぜひ！参加してみませんか？

図書館は10月1日（月）～10

月10日（水）まで特別整理期

間の為、全館休館します。

それにともない9月1１日

（火）～9月2９日（土）の間

は本と雑誌あわせて20冊まで

貸出できます。AV資料はあわ

せて3点までです。

※広域利用の方は、本・雑誌

のみの貸出です。

※休館中、本を返される方は

入口横の本のポストをご利用

ください。

「蒼天の夢」

主演：中村 橋之助

野村 萬斎

２０日（木）１９：００～

図書館ＡＶホールにて

１０日（金）

夜の図書館で

きもだめし！

ちょっぴり怖

くて楽しかっ

たね！

１１日（土）～１６

日（木）ダンボール

迷路はクイズに答え

ながらゴールたどり

つくのが大変だった

ね！

１７日（金）花器

とお花の講座があ

りました。きれい

に活けられました。

２３日（木）・２４

日（金）新津中２年

生の職場体験。多岐

にわたる図書館の仕

事を大いに体験でき

たはず。


