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本を３冊１セットでご用意します。どんな本が入っているかは袋を開けてか

らのお楽しみ。自分では手に取ることのないジャンルの本と出会えるかもし

れません。

出しに加算され１０冊が限度となります。
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までの２ヵ月間、読書マラソンを開催しました。
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た。たくさんのご参加ありがとうございました。
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を返却される方は、図書館と教育委員会入口にある返却ポストをご利用下

さい。
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カウンター後 

年は酉年です！ 

すべて愛です！ 

流儀・マナー等    

司書のイチオシ本を紹介します。 

宮下奈都さん 」 

PECIAL- 

NFORMATION - 

全年齢の利用者を対象とした

。ご要望・ご意見をアンケートにご

かお気づきの点が

NFORMATION- 

１２月３０日から１月５日は年末年始のため休館いたします。期間中本

を返却される方は、図書館と教育委員会入口にある返却ポストをご利用下
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著を読み十勝の祖、依田勉三の実像を学ぶ。』です※ 
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闇の平蔵（逢坂剛）
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四月になれば彼女は（川村元気）

老乱（久坂部羊）

幸せのプチ（朱川湊人）

私の幽霊（朱川湊人）

脇坂副署長

人は皆、土に還る（曽野綾子）

木もれ日を縫う（谷

恋糸ほぐし（田牧大和）

君はレフティ（額賀澪）

溝猫長屋祠之怪（輪渡颯介）
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未来のために学ぶ四大公害病（除本理史） 
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身近なものでふしぎな科学実験（山村紳一郎） 
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の殺人事件、まことに恐ろしきは（歌野晶午） 

江戸川乱歩傑作選

黒い鶴（鏑木蓮）

相棒 season

共犯捜査（堂場瞬一）

節約は災いのもと（エミリー・ブライトウェル）

遠州の女城主井伊直虎３５の選択（浜畠太）

これが「日本の民主主義」！（池上彰）

孫正義２．０新社長学（嶋総）

イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑（沢宮優）

植物の特徴を見分ける本（大川ち津る）

シマエナガちゃん（小原玲）

膠原病（藤井隆夫）

「副作用のない抗がん剤」の誕生（奥野修司）

別冊暮しの手帖

クックパッドのおいしい厳選！お菓子レシピ

（クックパッド株式会社）

あんこのことがすべてわかる本（芝崎本実）

みんなの掃除・片づけ日記（

世界のお墓文化紀行（長江曜子）

牛肉論（田辺晋太郎）

正倉院宝物（杉本一樹）

１分でいい声になる！
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