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阿東図書館だより 7 
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DVD上映会7/13(土)10時～上映開始!! 

「おしりたんてい 3」 
阿東図書館に新しく入った新着 DVD です。 

 

★スケジュール★ 
 

★ 9：00～10：00  「はなダンゴ」をつくろう♪ 

★10：00～11：00  めいろ 第
だ い

１部
ぶ

!! 

★10：00～11：00  バルーンアート教室
き ょ う しつ

 

★11：00～12：00  おはなし会
か い

 

★13：00～14：00  めいろ 第
だ い

2部
ぶ

!!!! 

★13：00～14：00  ＤＶＤ上映会
じ ょ う え いかい

 
「おじゃる丸スペシャル」   

★14：00～15：00  ビンゴ大会
た い か い

!!!!!! 
      

★募集★ 

ご家庭で不要になった本を読んでみたい人に提供しませんか？

今年も「図書館まつり」でブックリサイクルをします。不要な本が

あれば、阿東図書館カウンターまたは、阿東地区の交流センター

（分館）に、お持ちください。 受付期間：７月３1日（水）まで 
 

※汚れの激しい本や辞典類など一部お受けできない場合があります。

ご了承ください。 

※第 4 木曜日は図書整理日の為休館です 

開館時間：平日（10：00～18：00）土日（9：00～17：00） 

7/7は七夕
たなばた

。図書
と し ょ

館内
かんない

に七夕
たなばた

かざりをおいています。

短冊
たんざく

にねがいごとをかいてかざってね★ 

…休館日 

 

★ブックリサイクル 

★ワークショップ(要参加料) 

★チェーンソーアート作品展示 
      ほか 

 

 

9：00～ 共催：阿東地域交流センター 

「はなダンゴ」をつくろう♪ 

 

ワークショップ 募集中 
8/4 阿東図書館まつりで ワークショップを

してくださる地域の方を募集しています。 

詳しくは阿東図書館まで 

 

移動図書館ぶっくんが 

かわりました。 
 

７月より、あたらしい移動図書館

「阿東ぶっくん」が巡回します。 

 



  

 

 

 

小説・エッセイ 

帝国ホテル建築物語   植松 三十里 

夜が暗いとはかぎらない  寺地 はるな 

ポルシェ太郎       羽田 圭介 

キボウのミライ     福田 和代 

一度きりの人生だから -大人の男の遊び方 2-

            伊集院 静 

うつでも介護士         渡辺 河童 

アーのようなカー    寺井 奈緒美 

心音            乾 ルカ 

転生  【越境捜査 7】   笹本 稜平 

検事の信義 【佐方貞人シリーズ 4】 柚月 裕子 

声の物語   クリスティーナ・ダルチャー 

一般 

北欧!自由気ままに子連れ旅  織田 博子 

おいしいおはなし －子どもの物語とレシピの本－

         本とごちそう研究室 

ストウブで無水調理 肉   大橋 由香 

ストウブで無水調理 野菜   大橋 由香 

レモンのお菓子とケーキ    齋藤 真紀 

満天★青空レストランレシピ －おいしい 120 皿－ 

「こんなママでごめんね」から卒業する本     

              福田 とも花 

ふだんの洋食 レシピを見ないで作れるようになりましょう。 

            有元 葉子 

猫を飼うのをすすめない 11 の理由      響介 

ティーンズ 

キングダム -映画ノベライズ みらい文庫版-   松田 朱夏 

太秦荘ダイアリー 2      望月 麻衣 

余物語 <物語>シリーズ 26    西尾 維新 

児童 

大渋滞          いとう みく 

初恋まねき猫    小手鞠 るい 

こちら妖怪お悩み相談室   清水 温子 

小説ゆずのどうぶつカルテ 1  辻 みゆき 

名探偵コナン怪盗キッドセレクション   

 月下の予告状(イリュージョン)  酒井 匙 

ぼくがゆびをぱちんとならして、         

  きみがおとなになるまえの詩集  斉藤 倫 

作り直し屋 十年屋と魔法街の住人たち  廣嶋 玲子 

名探偵コナン紺青の拳(フィスト)    

 青山 剛昌∥原作 水稀 しま∥著 大倉 崇裕∥脚本 

名探偵コナン安室透セレクション ゼロの推理劇(ミステリー) 

         青山 剛昌∥原作 イラスト 酒井 匙∥著 

大友宗麟【コミック版日本の歴史 69 戦国人物伝】 加来 耕三 

アレルギーのサバイバル 生き残り作戦 1  

              ゴムドリ co. 

 

えほん 

ぞうのヘンリエッタさん   リズ ウォン 

あれあれあれれ    つちだ のぶこ 

とんたんイスたん     新井 洋行 

ちゅるちゅる(視覚デザインのえほん) 内山 悠子 

パンダのパンやさん     岡本 よしろう 

オレ、なんにもしたくない   マイク・ボルト 

New magazine 

   
「俳句」2019 年 5月号～          

         あたらしく仲間入りしました！ 

10 日・24 日(水) 

15：00～15：30 柚野分館（徳地） 

12 日・26 日(金) 

10：00～10：30 篠生分館 

11：00～11：30 生雲分館 

13：20～14：00 阿東園 

14：20～14：50 元粟屋医院駐車場 

15：10～15：40 ほほえみの郷トイトイ 

 

3 日・17 日・31 日(水) 

10：00～10：30 嘉年分館 

5 日・19 日(金) 

10：20～11：00 柚野木小学校（徳地） 

13：00～13：40 さくら小学校 

14：20～15：00 阿東老人ホーム(生雲） 

15：40～16：20 願成就温泉 
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