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★図書館福袋 

～年末年始は読書しよ

昨年ご好評いただきました福袋今年もやります！
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司書のおすすめ本コーナー司書のおすすめ本コーナー司書のおすすめ本コーナー司書のおすすめ本コーナー
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中身は秘密！テーマごとに３冊セットにして貸し出しいたします。
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一般図書新着本コーナー横

もうすっかり冬ですね。

23 日は勤労感謝の日！どんなお仕事があるかな？

特集特集特集特集    連携プレイの小説から円滑な人間関係実用書等
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の２つのイベントを予定しています。

★クリスマスお楽しみ会：１２月下旬 

月 16 日（金）開始

昨年ご好評いただきました福袋今年もやります！ 

中身は秘密！テーマごとに３冊セットにして貸し出しいたします。
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一般図書新着本コーナー横 カウンター後

もうすっかり冬ですね。 

日は勤労感謝の日！どんなお仕事があるかな？

連携プレイの小説から円滑な人間関係実用書等

司書のイチオシ本を紹介します。

宮下奈都さん 大山淳子
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開始予定 

 

中身は秘密！テーマごとに３冊セットにして貸し出しいたします。 
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した読書マラソン。下記の期間は２個スタンプを押すことが出来

個でプレゼントがあります。

：１０月２７日（木）～１１月９日（水）、11 月２７日（日）～３０日（水）

日（月日（月日（月日（月）、）、）、）、 
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カウンター後 

日は勤労感謝の日！どんなお仕事があるかな？ 

連携プレイの小説から円滑な人間関係実用書等 

司書のイチオシ本を紹介します。 

大山淳子さん」 
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ぜひご参加ください。 

 

MARATHON - 

した読書マラソン。下記の期間は２個スタンプを押すことが出来

個でプレゼントがあります。 

２７日（日）～３０日（水） 



★絵本★絵本★絵本★絵本

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順

                                

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

★その他★その他★その他★その他

仮面ライダーエグゼイド

へんしんおてんき（あきやまただし）

リルリルフェアリル（大塚菜生）

おつきみ（あまんきみこ）

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス

おおどろぼうヌスート（高畠じゅん子）

キリンですけど（高倉浩司）

曾根崎心中（近松門左衛門）

これはすいへいせん（谷川俊太郎）

どんぐりむらのだいくさん（なかやみわ）

いたずらえほんがたべちゃった！

わたしのそばできいていて（リサ・パップ）

コロッケできました（彦坂有紀）

プーさんとであった日

とびっき

ドッカーン！カレーのしま（本田雅也）

X-01 

少年 N の長い長い旅

マルの背中（岩瀬成子）

いえのおばけずかん（斉藤洋）

おねがい♥恋神さま（次良丸忍）

夜空のスター・チャウダー（野中柊）

昔話法廷（

ミラクルハッピー超アタル！誕生日うら

ない DX

学研まんが

歴史人物伝

   

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書    ※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者

著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順です。です。です。です。 
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