京極町生涯学習センター湧学館＜図書館＞

長期の休館によりご不便をおかけしております。
３月以降に湧学館で受け入れした新着図書や、おすすめ図書を紹介します。
5 月 6 日（水）まで臨時休館しておりますが、月曜日・祝日以外の日は予約
を受け付けた資料のみ貸出ができます。予約については裏面をご覧ください。

おうち時間、どう過ごす？

工作や手芸、簡単なストレッチや
ゲームの本など、家で過ごす時間
がより楽しくなる本です

焼きたて！おうちピザ
(浜田美里)
魚焼きグリルやフライパ
ンでもかんたんにピザが
作れます
かわいいキャラクター
おりがみ遊び(いしばし
なおこ)
くまモン、ワンワン、ペ
コちゃんが折り紙に！
みんなのストレッチ
(ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ協会)
誰でも手軽に取り組める
ストレッチを写真でわか
りやすく紹介します

・免疫アップの料理の力(本多京子)
・組み合わせ自由自在作りおき
おかず 374(食のスタジオ)
・エコ＊コモノお菓子のパッケージ
をリサイクル(平田美咲)
・あそびのたねずかん(東京学芸大
こども未来研究所)
・親子でたのしむ楽しいあやとり
(山本昇)
・ちびまる子ちゃんの手作り教室
(上田るみ子)

新着図書 ～一般書～

・QR コードの奇跡(小川進)
・マンガ死ぬこと以外かすり傷(箕輪厚介)

島の絶景と心が透き通
る日本の言葉(大原秀樹)
奇跡の瞬間をとらえた写
真と偉人の名言を掲載。
心が整い前向きになれる
セラピー本。

・私は私のままで生きることにした
(キム スヒョン)
・雑談がおもしろい人、つまらない人
(渡辺龍太)
・不平等と再分配の経済学(トマ ピケティ)
・世界は沈没し、日本が躍動する(日下公人)
・そのとき、どうする？ただちに命を守

今こそ持ちたい手作り
のエコバック(ブティック社)

るとっさの行動マニュアル(甘中繁雄)
・
「うちの子は字が書けないかも」と思っ

レジ袋型、巾着布付レジ
かごバッグ、底マチトー
トなどデザイン豊富です

たら(宇野彰)
・新聞紙体操(林泰史)
・空飛ぶクルマのしくみ(中野冠)
・魔法のてぬきおやつ(てぬキッチン)
・おかあさんライフ。(たかぎなおこ)
・レゴレシピ(ケビン ホール)
・追悼、モンキーパンチ。(双葉社)
・綴る女(林真理子)
・発注いただきました！(朝井リョウ)

リアルな英語の 9 割はア
カデミー賞映画で学べ
る！(南谷三世)
映画を楽しみながら学べ
る効果的な英語学習法を
紹介。
東京ホロウアウト
(福田和代)
オリンピック間近の東京
で道路を狙ったテロが！
物流崩壊の危機をリアル
に描いたサスペンス。
夜明けの M(林真理子)
天皇陛下即位の礼秘話ほ
か、令和の語り部が歴史
の転換点を描いたエッセ
イ。

・三兄弟の僕らは(小路幸也)
・歌舞伎座の怪紳士(近藤史恵)
・十字架のカルテ(知念実希人)
・猫君(畑中恵)
・クスノキの番人(東野圭吾)
・帝都地下迷宮(中山七里)
・息子たちよ(北上次郎)
・50 代からの疲れをためない小さな習慣
(岸本葉子)
・旅ごはん(小川糸)
・楡の墓(浮穴みみ)
・四つの風(砂澤ビッキ)

【青空文庫】著作権の消滅した作品などが電子化されています。夏目漱石や
有島武郎を改めて読んでみるのも。 https://www.aozora.gr.jp
【おうちミュージアム】全国の博物館から家で楽しく学べる情報が発信され
ています。 http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi-museum/
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されています。読んでみたい本があれば、湧学館で借りられますよ♪
読みたい本を探すときは湧学館のホームページが
ご利用いただけます！新着本の確認もどうぞ
【WEB 予約に必要なパスワードは図書カウンターで発行します】

雑誌 ～最新号以外貸出できます～
・週刊新潮（週刊）
・AERA（週刊）
・女性自身（週刊）
・週刊少年ジャンプ（週刊）
・婦人公論（月 2 刊）
・オレンジページ（月 2 刊）
・クロワッサン（月２刊）
・BRUTUS（月２刊）
・Tarzan（月２刊）
・Number（隔週刊）
・暮しの手帖（隔月刊）

・Sweet（月刊）
・Seventeen（月刊）
・りぼん（月刊）
・財界さっぽろ（月刊）
・北海道じゃらん（月刊）
・日経トレンディ（月刊）
・ダ・ヴィンチ（月刊）
・趣味の園芸（月刊）
・BE-PAL（月刊）
・幼稚園（月刊）
★★その他、お問い合わせください！

本・雑誌の予約について
◆休館中は、あらかじめ予約していただいた図書・雑誌に限り、貸し出しを
行います。また、開館中も予約があるとすぐに貸し出しができます。
予約は「電話 42-2700」「FAX42-2032」「湧学館ホームページ（予
約パスワードを発行済の方のみ）」で受け付けています。
①予約したい本（図書 5 冊、雑誌 5 冊まで）＊5/12 まで図書 10 冊
②利用者カードの番号・お名前
③来館予定日時（WEB 予約の場合は連絡時にご相談ください）
をご連絡ください。用意が出来ましたら湧学館からご連絡いたします。
休館中の予約資料は湧学館のホールで受け渡しとなり、図書館内で本を選
ぶことはできません。受け取りの際は図書利用者カードを忘れずにお持ち
ください。
※借りたい本が決まっていない場合、大まかなリクエスト（例：東野圭吾
さんの小説を２冊など）でも構いません。お気軽にご相談ください。

生涯学習センター湧学館 <図書館>
TEL42-2700(代表)
FAX 42-2032
ホームページ http://lib-kyogoku.jp/
メールアドレス yugakukan@town-kyogoku.jp

