
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

●図書ボラ ●ブックス
タート（4か
月児健診）

◆図書ボラ

5 6 7 8 9 10 11

●◆■休館
■大栃保育園
読み聞かせ

●図書ボラ ◆図書ボラ

12 13 14 15 16 17 18

●◆■休館
●図書ボラ

●◆■休館
館内整理日

◆図書ボラ ●おはなし会
（山田おはなしの

会）11：00～

19 20 21 22 23 24 25

●◆■休館 ●図書ボラ

26 27 28 29 30

●◆■休館 ◆図書ボラ ●図書ボラ

６月図書館カレンダー

香美市立図書館
香美市土佐山田町東本町2丁目1番20号

（TEL）0887-53-0301 （ＦＡＸ）0887-53-0307

図書館は多くのボランティアに支えられています。現在登録数は山田25名、香北8名、

とそれぞれの館で活躍しています。作業はラベルの貼替や書架の整理、本の紹介

カードづくりなどいろいろです。図書館で仲間づくりをしてみませんか。お待ちしてお

ります。 お問い合わせ・申し込みはお近くの図書館まで。

利用案内

※新型コロナウイルス感染拡大につき、今後の

イベント等が中止になる可能性があります。

【香北・物部】

午前９時 ～午後５時

（閉館 正午～午後1時）

休館日 月曜・祝日・第３木曜

図書館だより
香美市立図書館 2022年６月号

ON×OFF

ファッション

健康

育児

ビジネスマナー

投資

料理本

など

記号説明

● 山田

◆ 香北

■ 物部

みなさまの応援、お待ちしています！

一般

・星ナビ

・アニメージュ

・この本読んで！

・MEN’S NON-NO

・ひよこくらぶ（初期・中期・後期）

・Newton

・住む

・ミセスのスタイルブック

・週刊文春

児童

・こどものとも年中向き

・かがくのとも

図書館のテーマ展示

各館では、時節に合わせた様々

なテーマの展示を行っています。

受賞作品の関連や新聞やテレ

ビのニュースで話題となった

テーマなど、スペースを設置して

タイムリーな情報提供に努めて

います。また各館スタッフのお薦

め本など特色のある展示をご覧

いただけます。

・世界は今

・読書感想文課題図書

・平和を考える

・鳥・トリ・とり

・読書感想文課題図書

・クラフトテープで編むバッグ

・野菜づくりとガーデニング

・地域サークル関連図書

柴田ケイコ展（香美市立美術館～6/29）、安西水丸展（詩とメルヘン絵本館～6/5）の関連本は全館で展示をしています。

山田

こちらのQRコードから
蔵書検索ができます。

ライフスタイルをキラリと磨くヒント本

【山田】

午前１０時 ～午後６時

休館日 月曜・第3木曜

3館共通展示

香北 物部

■移動図書館

10:15～11:15

[香美市立やなせたかし記念館・詩とメルヘン絵本館合同展示]

「やなせのキセキ・香美市」
2022 6月11日（土）～9月5日（月）

展覧会内では、旧香美市立図書館香北分館2階「アンパンマン図書

館」で展示してあった貴重な寄贈資料から、やなせ先生の歩みや「ア

ンパンマン図書館」に込められた思いがご覧いただけます。

暮らしの質を応援する本を展示・貸出いたします。



一般
分類 編著者 出版社

0　総記 立山 秀利 ジャムハウス

1　哲学 木村中一 平凡社

磯田 道史 埼玉宇福祉会

今尾　恵介 日本加除出版

3　社会科学 クラウス・ドッズ 東洋経済

4　自然科学 松永 正訓 中央公論新社

りのベル。 エクスナレッジ

田中　雅子 朝日新聞出版

6　産業 齋藤 雪彦 世界思想社

8　言語 すぴーち工房 法研

9　文学 風野 真知雄 PHP

東野 圭吾 集英社

桐野 夏生 集英社

チョウセンアサガオの咲く夏 柚木 裕子 KADOKAWA

南 杏子 講談社

原田ひ香 角川春樹事務所

エーリッヒ・ケストナー　こわれた時代 クラウス・コルドン偕成社

5　技術
雑穀をおいしく食べる　レシピ・ブック

マスカレード・ゲーム

燕は戻ってこない

アルツ村

新しい挨拶・スピーチ文例集

むらづくり入門

いい湯じゃのう　1～3巻　（文庫）

古本食堂

新しい国境 新しい地政学

発達障害 最初の一歩

いちばん楽しい マンションの間取図鑑

2　歴史
市町村名のつくり方

書名

高校生からのpython(パイソン）入門

無私の日本人（上・下）　大活字本

ことのは　日蓮の手紙

紹介している資料以外にもたくさんの新着資料があります。各館の「新着

図書」コーナに足をお運びください。また、ご自宅から香美市公式ホーム

ページのTOPより下記の「図書館」をクリックしてください。蔵書の検索のほ

か、各種様式がご利用できます。ご活用ください。

香美市ホームページより

季節のおすすめえほん

『あめふりうります』 E ﾉﾑﾗ

野村たかあき/絵

講談社

ことざざ落語絵本

『しずくのぼうけん』 E ﾌﾃﾝ

マリア テルリコフスカ/さく

福音館書店

水の性質がわかる科学えほん
『おじさんのかさ』 E ｻﾉ

佐野洋子/作 絵講談社

新着案内

小学生の部

低学年

・つくしちゃんとおねえちゃん

・ばあばにえがおをとどけてあげる

・すうがくでせかいをみるの

・おすしやさんにいらっしゃい！

：生きものが食べものになるまで

中学年

・みんなのためいき図鑑

・チョコレートタッチ

・１１１本の木

・この世界からサイがいなくなってしまう

：アフリカでサイを守る人たち

高学年

・りんごの木を植えて

・風の神送れよ

・ぼくの弱虫をなおすには

・捨てないパン屋の挑戦

：しあわせのレシピ

中学生の部

・セカイを科学せよ！

・海を見た日

・江戸のジャーナリスト葛飾北斎

高校生の部

・その扉をたたく音

・建築家になりたい君へ

・クジラの骨と僕らの未来
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読んで世界を広げる、

書いて世界をつくる
68


