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  →休館日 
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四万十図書館だより 
発行＊四万十市立図書館  発行日＊令和 4 年 6 月 1 日 

一般展示 

「戦え、戦争以外で！」 
戦争ではなく平和的な戦いを。スポーツや

ゲームなど、あらゆるジャンルから戦争以

外の「戦い」に関する本を集めました。 

場所：一般展示コーナー 

 

郷土展示 
「高知県内の 

様々な施設に関連した本」 
牧野植物園や足摺海洋館など、県内施設

の刊行した本や関連本を集めました。 

場所：郷土展示コーナー 

児童展示 
「家族」 

一番身近な「家族」をテーマに、日本だけ

でなく、外国の家族に関する本なども集め

ました。 

場所：児童展示コーナー 

 

ティーンズ展示 
「過去からの現在 そして未来へ」 
過去のこと(戦争や災害、昔の暮らしなど)か

ら現在、未来へ向けての本(ＳＤＧｓや防災、

ロボットなど)の本を集めました。 

場所：ティーンズ展示コーナー 

 

 雨に映える紫陽花の美しい季節となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

さて、6 月には大人のための映画上映会と、子ども映画会サイエンスを予定しています。

ぜひ図書館に足を運んでいただき、大画面にてご鑑賞ください。 

なお、状況等により延期、変更となる場合もありますので、ご了承ください。 

6 月図書館情報 

一般行事  

大人のための映画上映会「コーラス」 
 

日 時 6 月 18 日(土) 13:30～ (開場 13:00～) 

対 象 高校生以上 

 

子ども映画会サイエンス 

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミック 

フロント NEXT 土星の段 宇宙の果ての段」 
 

日 時 6 月 12 日(日) 10:30～ (開場 10:15～) 

対 象 3 歳～小学生(未就学児は保護者同伴) 

 

どちらも市役所 3 階 防災対策室で行います。 

入場の際には手指の消毒、マスクの着用をお願いします。 

 

 



 

 

 

 

 

小説 『夏鳥たちのとまり木』 奥田  亜希子  

『イーヴィル・デッド』 七尾  与史  『南蛮の絆』 大村  友貴美  

『エクアドール』 滝沢  志郎  『任俠ショコラティエ』 新堂  冬樹  

『俺ではない炎上』 浅倉  秋成  『花散る里の病棟』 帚木  蓬生  

『海蝶  2』 吉川  英梨  『パパイヤ・ママイヤ』 乗代  雄介  

『隠し女小春』 辻原  登  『ハロー・グッドバイ』 小路  幸也  

『競争の番人』 新川  帆立   『布武の果て』 上田  秀人  

『くるまの娘』 宇佐見  りん  『マイクロスパイ・アンサンブル』 伊坂  幸太郎  

『氷の致死量』 櫛木  理宇  『まっとうな人生』 絲山  秋子  

『孤剣の涯て』 木下  昌輝  『夢伝い』 宇佐美  まこと  

『情熱の砂を踏む女』 下村  敦史  『ラブカは静かに弓を持つ』 安壇  美緒  

『青春とシリアルキラー』 佐藤  友哉  エッセイ 

『属国の銃弾』 永瀬  隼介  『今日を楽しく生きる』 瀬戸内  寂聴  

『戴天』 千葉  ともこ  外国小説 

『鎮魂』 染井  為人  『印』 アーナルデュル・インドリダソン  

『天下を買った女』 伊東  潤  『もう行かなくては』 イーユン・リー  

心理 情報科学 

『つい他人と比べてしまうあなたが嫉妬心とうまく付き合う本』 根本 裕幸 『Apple Watch 基本+健康管理』 栗原 亮 

『なぜあの人は愉快なのか?  』 飯田 ヤスヒサ 生活 

伝記 『本当に心地いい部屋』 筆子 

『国境を超えたウクライナ人』 オリガ・ホメンコ 『「私に本当に合う化粧品」の選び方事典』 小西 さやか 

旅行 産業・環境 

『るるぶ埼玉 '23  』  『虚構の森』 田中 淳夫 

『るるぶ四国 '23  』  『戦争と科学者』 安斎 育郎 

経済 『焼畑が地域を豊かにする』 鈴木 玲治 他 

『決算書の基本』 川口 宏之 芸術・芸能 

法律 『映画を早送りで観る人たち』 稲田 豊史 

『この 1 冊でわかるもめない遺産分割の進め方』 川崎 公司 『パリ・オペラ座とグランド・オペラ』 丸本 隆 他 

『法律を読む技術・学ぶ技術』 吉田 利宏 郷土 

社会 『ヒロスエの思考地図』 広末 涼子 

『世界少子化考』 毎日新聞取材班 『『万葉集』を歌う』 林 博通 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ました (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 


