
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四万十図書館だより 

→休館日 

2022 年 1 月号 Vol.66 
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一般展示 

「Buddy ―バディ・絆の物語－」 

誰かとの繋がりを感じられるような年になって 

ほしい、という願いを込めて、兄弟・友人・ 

仲間・パートナー関係等の本を展示しています。 

場所：一般展示コーナー 

 

新春 本の福袋 

本の福袋を 18 袋ご用意しています。 

一袋に貸出本が 3 冊入っています。 

※無くなり次第終了 

場所：OPAC 横展示コーナー 
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1 月図書館情報 
本 館 

一般 歴史講座『考古学教室 勾玉をつくろう』 

日時：1 月 15 日（土） 

     13：30～15：00 開場 13：00～ 

場所：図書館多目的ホール 

対象：18 歳以上（高校生不可） 

定員：8 名 (事前申込制) 

 

児童 『節分おはなし会』 

日時：1 月 30 日（日） 

     10：30～11：15 開場 10：15～ 

場所：図書館多目的ホール 

対象：3 歳～小学生 

定員：10～15 名程度（事前申込制） 

   未就学児は保護者同伴 

新年あけましておめでとうございます。旧年中は図書館をご利用いただきまして誠にありがとうございました。

今年もよろしくお願い致します。 

当館で主催している映画上映会の来年度の作品を決定するため、館内入り口にて上映作品候補のアンケートを 

実施します。ぜひ、ご投票をよろしくお願いします。 

 なお、図書館をご利用の際には、コロナ対策としてマスク着用・手の消毒のご協力をお願いいたします。 

 また、館内の滞在につきましては、3 密を避けるため、3 時間を目処にご利用ください。 

児童展示 

「すやすや おやすみ」 

いい夢が見られますように、という思いを 

込めて、眠る前に読むと気持ちが落ち着く本、 

月や星に関する本を展示しています。 

場所：児童展示コーナー 

 

「賞」展示 

「芥川賞・直木賞候補作品」 
2021 年 12 月 17 日に発表された 

両賞の候補作品を展示しています。 

場所：賞展示コーナー 

 

※お電話または図書館カウンターで申込をお願いします 

※状況により中止や変更になる可能性があります 



 

 

 

 

小説 『求めよ、さらば』 奥田 亜希子 

『一九六一東京ハウス』 真梨 幸子 エッセイ 

『愚かな薔薇』 恩田 陸 『吉祥寺ドリーミン』 山田 詠美 

『かぐや姫、物語を書きかえろ!』 雀野 日名子 『にっこり、洋食』 江國 香織 

『偽装同盟』 佐々木 譲 『ペーパームービー』 内田 也哉子 

『警官の道』 呉 勝浩 ほか 外国文学 

『黒白の一族 』 明野 照葉 『怖い家』 エドガー・アラン・ポー ほか 

『真田の兵ども』 佐々木 功 『火守』 劉 慈欣 

『さもなくば黙れ』 平山 瑞穂 『緑の天幕』 リュドミラ・ウリツカヤ 

『下北沢であの日の君と待ち合わせ』 神田 茜 郷土 

『世界の美しさを思い知れ』 額賀 澪 『奥谷博-無窮へ』 奥谷 博 

『血の歌』 なかにし 礼 『女の子の謎を解く』 三宅 香帆 

『仁王の本願』 赤神 諒 『桂浜水族館ダイアリー』 おとど 

『ひとりでカラカサさしてゆく』 江國 香織 『「寅さん」と、旅と俳句と山頭火』 井澤 勇治 

『真夜中のマリオネット』 知念 実希人 『やさしく解説産婦人科のおはなし』 小松 一 

『皆のあらばしり』 乗代 雄介 『山内一豊・忠義』 長屋 隆幸 

  

コンピュータ 教育 

『よくわかる最新情報セキュリティの技術と対策』 若狭 直道 『ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法』 片桐 正敏 ほか 

読書 『どうせならもっと上手に叱ってくれない?』 吉村 直記 

『今日は何の日?今日も本の日!』 逢坂肇と流泉書房の仲間たち 自然科学 

『人生の土台となる読書』  pha 『銀河のすべて』  

人生訓 『クジラのおなかに入ったら』 松田 純佳 

『「イヤな気持ち」を消す技術』 苫米地 英人 『超速でわかる!宇宙ビジネス』 片山 俊大 

『人生の締め切りを前に』 田原 総一朗 ほか 生活・実用 

伝記 『紙で作る美しい立体の花々』 やまもと えみこ 

『枯れてこそ美しく』 戸田 奈津子 ほか 『そそる!うち中華』 今井 亮 

『死ぬまで、働く。』 池田 きぬ 『つくりおきできるお助けスープ』 岩崎 啓子 

『メルケル』 カティ・マートン マナー 

旅行 『教養としての食べ方』 松井 千恵美 

『るるぶ鹿児島 '22』  おとな向け絵本 

『るるぶ熊本阿蘇天草 '22』  『ありがとうがしりたくて』 菊田 まりこ 

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 


