8月 石川町立図書館だより
2022年度 すいせん図書
今年も、課題図書と一緒にすいせん図書を展示しています。夏休みにお
すすめの自由研究なども併せて展示しましたので、ぜひご利用ください。
《小学校低学年》
あおぞらこども食堂はじまります! いとうみく／作 丸山ゆき／絵
ポプラ社 K913／ｲ
かうかうからす ほそいさつき／作・ 絵 ポプラ社 E／ﾎ
かえるのエルのともだちになりたい! 乗松葉子／さく おおでゆかこ／え
ポプラ社 K913／ﾉ
ジェンと星になったテリー 草野あきこ／作 永島壮矢／絵
岩崎書店 K913／ｸ
しりとり電車のハヤイチくん 別司芳子／作 しんやゆう子／絵
文研出版 K913／べ
てんこうせいはおはなしやさん 北川チハル／作 武田美穂／絵
金の星社 K913／ｷ
葉っぱにのって 濱野京子／作 しろさめ／絵 金の星社 K913／ﾊ
ランカ 野呂きくえ／さく 松成真理子／え 偕成社 E／ﾉ
《小学校中学年》
アリの巣のお客さん

丸山宗利／文

小松貴・島田拓／写真
あかね書房 K486／ﾏ
AIロボット、ひと月貸します! 木内南緒／作 丸山ゆき／絵
岩崎書店 K913／ｷ
およぐ! 麻生かづこ／作 大庭賢哉／絵 文研出版 K913／ｱ
おれは女の子だ 本田久作／作 市居みか／絵 ポプラ社 K913／ﾎ
かずさんの手 佐和みずえ／作 かわいちひろ／絵 小峰書店 K913／ｻ
きっと、大丈夫 いまたあきこ／作 黒須高嶺／絵 文研出版 K913／ｲ
友だちは図書館のゆうれい 草野あきこ／文 山田花菜／絵
金の星社 K913／ｸ
やとのいえ 八尾慶次／作 偕成社 E／ﾔ

《小学校高学年》
9月0日大冒険 さとうまきこ／作
坂の上のパン屋さん 尾崎美紀／作

偕成社 K913／ｻ
たかおかゆみこ／絵
文研出版 K913／ｵ
じいじが迷子になっちゃった 城戸久枝／著 偕成社 K289／ｷ
しずかな魔女 市川朔久子／作 岩崎書店 K913／ｲ
美爆音!ぼくらの青春シンフォニー オザワ部長／著 pon marsh／絵
岩崎書店 K764／ｵ
山のうらがわの冒険 みおちづる／作 広瀬弦／絵 あかね書房 K913／ﾐ
山をつくる 菅聖子／文 小峰書店 K651／ｽ
夢見る犬たち クリフ マクニッシュ／作 浜田かつこ／訳
金の星社 K933／ﾏ

今月のお薦め本
『あれは子どものための歌』
明神しじま/著 東京創元社 F/ﾐ

因縁のある旅人と酒場で8年ぶりに再会した料理人
は、酒を飲みかわしながら過去の話を口にする。食糧
難に陥る国を救った商人の話と、目の前に座る旅人と
の因縁の始まりを――それに対して、旅人は不思議な
ナイフで自身の影を切り離した男の話を語りだす。
一見繋がっていないかのような二人の話が、実は繋
がっていると知った時、そのまとめ方に驚かされま
す。また、収録されている物語はファンタジー要素の
あるミステリー連作短編ですが、内容としては繋がっ
ているため最後の話で全ての謎が解けるようになって
います。文章の端々に散りばめられていた伏線に気付
いて、何度もページをめくっては読み返したくなる作
品です。
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～ 新着図書のご案内 ～
下記は新着図書の一部です

メタバース
加藤直人 著 集英社 007／カ
その日常、地理学で説明したら意外と深かった。
富田啓介 著 ベレ出版 290／ト
頑張りすぎる人のための疲れない習慣
上符正志 総監修 家の光協会 498／ガ
カップ一杯の魔法
しばたみか 著 山と溪谷社 499／シ
至高のレンジ飯
リュウジ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596／リ
老後とピアノ
稲垣えみ子 著 ポプラ社 763／イ
「書くのが苦手」な人のための文章術
印南敦史 著 ＰＨＰ研究所 816／イ
青い雪
麻加朋 著 光文社 Ｆ／ア
夜に星を放つ
窪美澄 著 文藝春秋 Ｆ／ク
さざなみの彼方
佐藤雫 著 集英社 Ｆ／サ
死神と天使の円舞曲（ワルツ）
知念実希人 著 光文社 Ｆ／チ
Ｎ／Ａ
年森瑛 著 文藝春秋 Ｆ／ト
女人入眼
永井紗耶子 著 中央公論新社 Ｆ／ナ
名探偵と海の悪魔
スチュアート タートン 著 文藝春秋 933／タ
おうちで楽しむ科学実験図鑑
尾嶋好美 著 ＳＢクリエイティブ Ｋ407／オ
こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑
柴山元彦 井上ミノル 著 創元社 Ｋ459／シ
まるで本物!? あそべる工作［1］
いしかわまりこ 作 汐文社 Ｋ759／イ／1
きまぐれロボット
星新一 作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｋ913／ホ
はるのひ
小池アミイゴ 作 絵 徳間書店 Ｅ／コ
夜をあるく
マリー ドルレアン 作 ＢＬ出版 Ｅ／ド
歴史たんけんトムをみつけよう!古代ローマ
ＮＯＳＹ ＣＲＯＷ編集部 文 ＢＬ出版 Ｅ／レ

『キララっこ おはなし会』
図書館では幼児から小学校低学
年を対象におはなし会を開催して
います。
お申し込みの必要はありません
ので、どなたでもお気軽にご参加
ください。
なお、来館の際はマスクの着用
をお願いします。
日 時 8月27日(土)
11：00～11：30
場 所 図書館「よみきかせ室」
テーマ 「おまつり」

◎最新情報は「石川町立図書館ホームページ」
でもご覧いただけます。

■ 石川読み聞かせの会
「楽しいちっちゃな読み聞かせ」

図書館職員読み聞かせ
8月   ■「キララっこ
おはなし会」

日 月 火 水 木 金 土

1

7 8
14 15
21 22
28 29

②
⑨
⑯



3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

（丸数字は休館日です）

