
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

厳しい寒さは残るものの、暦の上では春を迎えました。 
皆様いかがお過ごしょうか。さて本館では、四万十市出身のマンガ家、安倍夜郎さん原作の
映画「深夜食堂」の上映を予定しております。 

他にも展示を色々と企画しておりますので、ぜひご利用ください。 
皆様のご来館を、心よりお待ちしております。 

 

 

  →休館日 

2022 年 2 月号 Vol. 67 

四万十図書館だより 

児童展示 
「ふわふわ」 

「ふわふわ」した感触を連想する本を 

展示しています。動物やお菓子など 

いろいろな内容の本を集めました。 

場所：児童展示コーナー 

 

スタッフおすすめ展示 
毎月、担当スタッフがおすすめ 

する本を展示しています。 

芥川・直木賞等の展示棚の下に 

並べています。 

場所：賞展示コーナー 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ３ ４ ５ 

７ ９ ８ 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27

27

27 

６ 

28   

 
一般展示 

「ねこネコ猫ニャー」 
2 月 22 日は「猫の日」に制定された 

記念日にちなんで猫に関する本を展示

しています。 

場所：一般展示コーナー 

 
一般特集展示 

「はじめてのネット・スマホの本 

～使いこなせば強い味方～ 」 

運転や遠出が困難になってくる方にこそ 

ネットは便利なもの。正しく安全に使って

いただける本を展示しています。 

場所：一般特集展示コーナー 
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2 月図書館情報 

    

   一般行事  

大人のための映画上映会「深夜食堂」 

日時 2 月 19 日(土)13：30～/119 分 

（開場 13：00） 

場所 四万十市役所 3F 防災対策室 

対象 高校生～ 定員 20 席程度   

申込 不要 

入場の際には手指の消毒・マスクの着用を 

 お願いします。 

 

 

 

 

 ※状況により中止や変更の可能性もあります。 

詳しくは図書館カウンターや電話、 

ホームページで。 



 

 

’ 

小説 『ボタニカ 』 朝井 まかて 

『朱より赤く』 窪 美澄 『黛家の兄弟』 砂原 浩太朗 

『アクトレス』 誉田 哲也  『六つの村を越えて髭をなびかせる者 』 西條 奈加 

『あずかりやさん 5』 大山 淳子 『山狩』 笹本 稜平 

『桜風堂夢ものがたり』 村山 早紀 『ゆきあってしあさって』 高山 羽根子 他 

『おネコさま御一行』 群 ようこ 『連鎖犯』 生馬 直樹 

『おんなの女房』 蟬谷 めぐ実 『我が友、スミス』 石田 夏穂 

『オン・ザ・プラネット』 島口 大樹 外国小説 

『葛藤』 文縞 絵斗 『死まで 139 歩』   ポール・アルテ 

『鑑定人 氏家京太郎』 中山 七里 ガイドブック 

『Schoolgirl』 九段 理江 『このミステリーがすごい! 2022 年版』 

『スター・シェイカー』 人間 六度 詩 

『捜査線上の夕映え』 有栖川 有栖 『詩集『青猫』より』 萩原 朔太郎 

『探花』 今野 敏 エッセイ  

『月の光の届く距離』 宇佐美 まこと 『その日まで』 瀬戸内 寂聴  

『奔流の海』 伊岡 瞬 『歴史探偵開戦から終戦まで』 半藤 一利 

哲学・読書 社会・政治 

『一万円選書』 岩田 徹 『14 歳から考えたい貧困 』 フィリップ・N.ジェファーソン 

『 TIME SMART 』 アシュリー・ウィランズ 『ばらまき』 中国新聞「決別金権政治」取材班   

歴史 『ヤクザ・チルドレン』 石井 光太 

『北条義時と同時代を生きたキーパーソンたち』 料理・生活 

『秀吉襲来』 渡邊 大門 『一生お金に困らないお金ベスト 100』 荻原 博子 

伝記・手記 『名もなき平日鍋 100』  

『挑戦』 山中 伸弥 他  『マシロさんとユウリさんのこんなとき、なに着る? 』 

『美智子さま愛のお言葉大全』 小田部 雄次 環境・ペット 

旅行 『花と短歌でめぐる二十四節気花のこよみ』  

『青森 '23 』 『4 歳までハムスターが元気で長生きする飼い方 』 岡野 祐士 

『るるぶ小笠原伊豆諸島 2022』  郷土 

法律 『忍びの者その正体』 筒井 功 

『共同親権』 宗像 充 『吉井勇の旅鞄』 細川 光洋 

『生涯弁護人 1・2 』 弘中 惇一郎  『吉田茂という病』 杉原 誠四郎 他 

四万十市立図書館 利用案内 
 

開館時間・休館日 午前 9 時～午後 7 時／館内整理日(毎月最終金曜日)・年末年始・蔵書点検期間など 

貸出規則     図書 10 冊(2 週間)／雑誌 5 冊(２週間)／ＤVD・ビデオ 2 点(1 週間) 

定期的なイベント おはなし会(毎週日曜日 10 時 20 分～／場所：おはなしの部屋) 

  ※夜間・土日祝日駐車レーンを確保しています (守衛棟北側縦列駐車３台分) 

四万十市中村大橋通 4-10☎

0880-35-2923 

新着本紹介 


