
図書館
ケータイサイト

知恵の      館だより環環 問総合情報館 ☎028（677）2525

今月の一冊 ☆一般書☆

一般書 児童書

5月の休館日

※入荷済、入荷予定のものを含みます。町ホームページからも新着図書を検索できます。

新着図書案内

芳賀町総合情報館ＳＮＳ
　　　　　　やっています！

４月23日から５月12日は
　　　　「こどもの読書週間」

図書館おはなし会
─ボランティアさんによる本や紙芝居の読み聞かせ─

日時／5月15日（土）11：00～
場所／総合情報館多目的室

内容：警視庁に栄転した風祭警部は、大きなミスを犯して国立署に
舞い戻る。麗子の後輩に新人の若宮愛里が加わり、新メンバーで難
事件に挑むが…。毒舌執事・影山の推理が冴えわたる本格ミステリ。
『きらら』掲載に書き下ろしを追加。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『新謎解きはディナーのあとで』
著者名：東川 篤哉
出版社：小学館

書　名 著者名 出版社
白鯨　MOBY-DICK 夢枕獏 KADOKAWA
MR 久坂部羊 幻冬舎
白鳥とコウモリ 東野圭吾 幻冬舎
ブックキーパー　脳男3 首藤瓜於 講談社
百合中毒 井上荒野 集英社
緑陰深きところ 遠田潤子 小学館
臨床の砦 夏川草介 小学館
破天荒 高杉良 新潮社
わたし、定時で帰ります。ライジング 朱野帰子 新潮社
田舎のポルシェ 篠田節子 文藝春秋
初詣で　照降町四季　1 佐伯泰英 文藝春秋
曲亭の家 西條奈加 角川春樹事務所
沈黙の終わり上・下 堂場瞬一 角川春樹事務所
めぐりんと私。 大崎梢 東京創元社
悪魔には悪魔を 大沢在昌 毎日新聞出版

書　名 著者名 出版社
ゴリランとわたし   岩波書店
きたきつねとはるのいのち 手島圭三郎文・絵 絵本塾出版
ともだち　いっしゅうかん 内田麟太郎作　降矢なな絵 偕成社
うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠るい作　松倉香子絵 講談社
春のウサギ   小学館
あきらがあけてあげるから ヨシタケシンスケ作・絵 ＰＨＰ研究所
えんそく　ねこねこ 長野ヒデ子作・絵 ひさかたチャイルド
さいごのゆうれい 斉藤倫作　西村ツチカ画 福音館書店
あおぞらこども食堂はじまります！ いとうみく作　丸山ゆき絵 ポプラ社
ねずみくんのピッピッピクニック なかえよしを作　上野紀子絵 ポプラ社

フリーダ・ニルソン作
ながしまひろみ絵　よこのなな訳

ケビン・ヘンクス作
原田勝訳　大澤聡子訳

6・10・17・24・28・31日

芳賀町総合情報館では公式SNSを開設しています。
企画展やイベントなど幅広く発信しています。
皆さまのフォロー、いいねをお待ちしています♪

•twitter @hagamachisogoj1

•instagram  @haga_sogojohokan

　「こどもの読書週
間」は、大人が読書
を子どもに勧めるだ
けでなく、本を手渡
す、読み語ることを
習慣にして欲しいと
いう願いを込め、
2001年から始まり
ました。この機会に
親子で一緒に本を
読んでみませんか？

18 広報はが 令和3年5月号
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