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ごうのうらとしょかんだより

いよいよ７月に入りました。

梅雨が明ければ、子ども達は楽しい夏休みが始まります。長い休み

の間、宿題は元より色々な知識を増やす時期でもあります。

普段からの疑問を調べてみたり、新しい発見を探しに、図書館に

来るのもよいかもしれません！まずは体調管理をしっかり水分も

こまめにとり、夏を乗り切りましょう！

♪図書館情報♪

図書館には“調べものコーナー”と題して色々

なジャンルの書籍を置いています。

夏休みの宿題などに活用してみませんか！？

●昆虫 ●動物 ●海辺の生きもの ●植物

●各教科の参考書 ●古典 ●伝記 ●歴史

●宇宙 ●星座 ●天気

●戦争と平和に関する絵本、読み物

●工作や実験のアイデア本

●新刊コーナー

●各読書感想文、感想画の課題図書

※課題図書の貸出は１枚のカードで１冊１週間

他、多数準備しています。

※自由研究などで“図書館内探検（しらべ）”を

したい方はカウンターまで声を掛けて下さい。

業務の都合により応対出来ない場合は、別の日

にお願いすることにします。

まんがで学ぶ 日本語大研究

（国土社）

日本の美しい言葉、日本語を

まんがで楽しく学び、乱れを

正すシリーズです。全巻購入

予定です。他、故事成語など

大人の着こなしバイブル

石田純子 （主婦の友社）

今までのアイテムが着こなし

次第で見違える。おしゃれセ

ンスをアップする決定版。

大人なあなた、是非どうぞ！

♪図書館イベント案内♪

今年も恒例の図書館（しごと）体験を、下記の

要領で開催します。希望される方は、

郷ノ浦図書館までお申込み下さい。

■平成 24 年８月 1 日、３日、6 日の３日間

14：00～16：00 の２時間

■小学生の 4、5、6 年生を対象

※ 申込締切は 7 月 23 日です

※ 夏休みの自由研究にどうぞ

※ 写真は去年開催のものです

★お知らせ★

郷ノ浦図書館では下記の新聞を揃えています。

是非、ご覧下さい。

▲毎日新聞 ▲西日本新聞 ▲朝日新聞

▲長崎新聞 ▲日本経済新聞 ▲読売新聞

▲産経新聞

◆壱岐新報 ◆壱岐日々新聞 ◆壱岐新聞

※半年以前の新聞は事前にご連絡下さい。

今年の移動図書館風景



入荷予定書籍 ※新刊本は予約が入っている場合が多いので、返却はお早めに！！

【一般書】

【幼児・児童書】

タイトル 著者名 出版社

ありがとう！きゅうしょく 平田 昌広 大日本図書

うそをついちゃった ねずみくん なかえ よしを ポプラ社

なにがみえる？ 中村 牧江 ひさかたチャイルド

10 ぴきのかえるのなつまつり 間所 ひさこ ＰＨＰ研究所

江戸の子ども 行事とあそび１２か月 菊池 ひと美 偕成社

発見・体験！地球儀の魅力 地球儀について調べよう 稲葉 茂勝 少年写真新聞社

小学生のアイデア工作 学校の宿題に便利な最新オリジナル工作

ブック

池田 圭一 成美堂出版

ミラクルたのしい！ハッピーお仕事ずかん ドリームワーク調査会 西東社

親子で楽しむこども歴史塾 西田 知己 明治書院

ドラえもん科学ワールド 光と音の不思議 藤子・Ｆ・不二雄 小学館

※上記以外にも、入荷予定の書籍が多数あります。図書館若しくは壱岐市ホームページをご確認下さい。

7 月 ８月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 2232 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30 31

タイトル 著者名 出版社

藤沢周平全集 ２６ 藤沢 周平 文藝春秋

ついつい「いい顔してしまう」をやめる９つの習慣 和田 秀樹 大和書房

猫座の女の生活と意見 浅生 ハルミン 晶文社

夜の国のクーパー 伊坂 幸太郎 東京創元社

医者からもらった薬がわかる本２０１２－１３年版 医薬制度研究会 法研

日御子 帚木 蓬生 講談社

マインド・コントロール 紀籐 正樹 アスコム

置かれた場所で咲きなさい 渡辺 和子 幻冬舎

銀の匙 Ｓilver Spoon 4 荒川 弘 小学館

おやじダイエット部の奇跡 桐山 秀樹 マガジンハウス

トッカン the ３rd おばけなんてないさ 高殿 円 早川書房

～開館スケジュール～

定期休館日・・・毎週火曜日 図書整理休館日・・・毎月第 3 木曜日

開 館 時 間・・・朝 9 時から夕方 6 時まで

読み聞かせ・・・毎月第 3 土曜日 午後２時～

（読み聞かせ日時が変更になる場合がございます。図書館にお問合せください。）




