
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペーパークラフトのひとつで、細長い紙をクルクルと 

巻いてパーツを作り、それらを組み合わせてモチーフを 

作るペーパークイリング。中山さんならではのセンスで 

作りあげられた切り絵とのコラボなど、美しい作品の数々を 

ご覧ください。 

期  間 ■ ５月１８日○木～６月１８日○日  

 

 

 

新緑が美しいこの季節、野外で過ごすのも気持ちいいですね。登山やキャンプなどの 

アウトドアに関する図書や、動植物をはじめ自然に関する図書を集めて展示します。 

期  間 ■ ５月６日○土～６月３０日○金  

 

 

 

６月１９日（月）～２４日（土）にかけて蔵書点検を行います。この作業をボランティアでお手伝いして 

いただける方を募集します。 

実施日 ■ ６月１９日（月）～２１日（水）９：００～１２：００，１３：００～１６：００で都合の良い時間 

申  込 ■ ６月１日（木）より受付いたします。希望日と時間を図書館へお知らせください。 

 

 

 

 

 

「中山節子 切り絵とペーパークイリング展」 

 

新しく入った本 

開館時間１０：００～１８：００ 金曜日は２０：００まで 

は休館日 ５月２５日○木は館内整理日、６月１９日○月～２４日○土は蔵書点検日 

□おはなし会……………………… １１：００～ ３歳以上のお子さん向け 

＊５月２７日（土）はおはなしサークル「トトロ」さんのおはなし会 

おひざでだっこのおはなし会…… １１：００～ ３歳ぐらいまでのお子さんとその保護者向け 

託児サ－ビス…………………… １０：３０～１２：３０ のうち１時間以内 

                        ０歳～３歳のお子さん（年齢による定員有・予約不可） 

行事は、状況により中止することがあります。 

展示コーナー 
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❢展示予定❢ 
「ゆかいな陶芸作品展」 須恵陶芸クラブ（須恵陶房） 

７月１日（土）～７月３０日（日） ※詳細は広報やホームページ等をご覧ください。 
 

 暮らし    

  書名 著者 出版者 請求記号 

1 世界のお酒図鑑 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 K 290.9 ｸｻ 

2 関西から行くおでかけ温泉旅 京阪神エルマガジン社 K 291.09 ｸｻ 

3 ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ ＨＡＷＡＩＩ 小笠原 リサ／著 地球の歩き方 K 297.6 ｸｻ 

4 還暦後の４０年 長澤 光太郎／編著 平凡社 K 367.7 ﾀﾞｲ 

5 脳の闇 中野 信子／著 新潮社 K 491.37 ｷ 

6 ぼけの壁 和田 秀樹／著 幻冬舎 K 493.75 ﾀﾞｲ 

7 養老先生、再び病院へ行く 養老 孟司／著 エクスナレッジ K 498.04 ｷ 

8 ７０歳からはこれを食べる！ 吉村 芳弘／監修 新星出版社 K 498.59 ｷ 

9 しんどくならない「ひとり暮らし」ハンドブック 華井 由利奈／著 光文社 K 590 ﾐﾄﾞﾘ 

10 今、作りたいスマホショルダー ブティック社 K 594.7 ﾓﾓ 

11 楽ありゃ苦もある地味ごはん。 和田 明日香／著 主婦の友社 K 596 ﾓﾓ 

12 畑と野菜づくりのしくみとコツ 川城 英夫／監修 家の光協会 K 626.9 ﾐﾄﾞﾘ 

13 はじめての花の寄せ植え 井上 まゆ美／著 ナツメ社 K 627.83 ﾐﾄﾞﾘ 

14 紙バンドで作る四季のつるし飾り ブティック社 K 754.9 ｿﾗ 

15 野球独立リーグの教科書 広尾 晃／著 彩流社 K 783.7 ｿﾗ 

 

 

「アウトドアを楽しむ」 
大人 

特集コーナー 

図書館からのお知らせ 

「としょかんだより」は図書館ホームページや竜王町ホームページからもご覧いただけます。 

竜王町立図書館 ☏ 0748-57-8080 

http://lib.town.ryuoh.shiga.jp/  

５月 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 ６ 

７ ８ ９ １０ １１ 1２ 1３ 

1４ 1５ 1６ 1７ 1８ 1９ ２０ 

２１ ２２ 2３ ２４ 2５ 2６ 2７ 

2８ 2９ ３０ ３１    

 

６月 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

１１ 1２ 1３ 1４ 1５ 1６ 1７ 

1８ 1９ ２０ 2１ ２２ ２３ ２４ 

2５ 2６ 2７ 2８ 2９ ３０  

 

蔵書点検作業のボランティアを募集します 



 一般    

  書名 著者 出版者 請求記号 

16 最新ネットのキーワード図鑑 島袋 コウ／監修 旬報社 I 007.3 

17 超デジタル世界 西垣 通／著 岩波書店 I 007.3 

18 ウクライナ侵攻までの３０００日 大前 仁／著 毎日新聞出版 W 319.3 

19 「争い」入門 ニキー・ウォーカー／著 亜紀書房 W 319.8 

20 絵本まるごといただきま?す! スギヤマ カナヨ／著 子どもの未来社 019.5 

21 学芸員の観察日記 滝登 くらげ／著 文学通信 069.3 

22 ６０歳からの「忘れる力」 鎌田 實／著 幻冬舎 159.7 

23 信仰から解放されない子どもたち 横道 誠／編・著 明石書店 160.4 

24 世界を変えた１００の手紙 上・下 コリン・ソルター／著 原書房 204 

25 貴族とは何か 君塚 直隆／著 新潮社 230 

26 徳川家康 弱者の戦略 磯田 道史／著 文藝春秋 289.1 と 

27 政治と宗教 島薗 進／編 岩波書店 316.2 

28 霞が関の人になってみた 霞 いちか／著 カンゼン 317.3 

29 ２０２５年日本はなくなる 内海 聡／著 廣済堂出版 360 う 

30 ９０歳、老いてますます日々新た 樋口 恵子／著 柏書房 367.7 

31 不登校－親子のための教科書 今村 久美／著 ダイヤモンド社 371.4 

32 僕とアンモナイトの 1億年冒険記 相場 大佑／著 イースト・プレス 457.8 

33 アフリカではゾウが小さい 岩合 光昭／著 毎日新聞出版 482.4 

34 半導体戦争 クリス・ミラー／著 ダイヤモンド社 549.8 

35 巨大おけを絶やすな！ 竹内 早希子／著 岩波書店 583.5 

36 メルカリガイドブック 桑名 由美／著 技術評論社 673.3 

37 エゴン・シーレ エゴン・シーレ／画 東京美術 723 

38 絵付けの教科書 有坂 多絵子／著 誠文堂新光社 751 

39 笑い神 中村 計／著 文藝春秋 779.1 

40 漢字の動物苑 円満字 二郎／著 岩波書店 811.2 

41 英語の落とし穴大全 佐藤 誠司／著 青春出版社 835 

42 リンボウ先生のなるほど古典はおもしろい！ 林 望／著 理論社 910.2 

 小説・エッセイ    

43 国盗り合戦 １ 稲葉 稔／著 集英社 B1 いな 

44 殺し屋 小杉 健治／著 二見書房 B1 こす 

45 のび太と鉄人兵団 藤子・F・不二雄／原作 小学館 B1 せな 

46 牧野富太郎の恋 長尾 剛／著 朝日新聞出版 B1 なか 

47 薬屋のひとりごと １３ 日向 夏／著 主婦の友インフォス B1 ひゆ 

48 風を紡ぐ あさの あつこ／著 実業之日本社 F1 あさ 

49 逆転のバラッド 宇佐美 まこと／著 講談社 F1 うさ 

     

     

     

     

     

  書名 著者 出版者 請求記号 

50 ゆうべの食卓 角田 光代／著 オレンジページ F1 かく 

51 川崎警察下流域 香納 諒一／著 徳間書店 F1 かの 

52 真珠とダイヤモンド 上・下 桐野 夏生／著 毎日新聞出版 F1 きり 

53 大雑把かつあやふやな怪盗の予告状 倉知 淳／著 ポプラ社 F1 くら 

54 百花宮のお掃除係 ８ 黒辺 あゆみ／著 KADOKAWA F1 くろ 

55 くたかけ 小池 昌代／著 鳥影社 F1 こい 

56 パルウイルス 高嶋 哲夫／著 角川春樹事務所 F1 たか 

57 田中家、転生する。 ５ 猪口／著 KADOKAWA F1 ちよ 

58 答えは市役所３階に 辻堂 ゆめ／著 光文社 F1 つし 

59 魔女と過ごした七日間 東野 圭吾／著 KADOKAWA F1 ひか 

60 あなたはここにいなくとも 町田 そのこ／著 新潮社 F1 まち 

61 成瀬は天下を取りにいく 宮島 未奈／著 新潮社 F1 みや 

62 よき時を思う 宮本 輝／著 集英社 F1 みや 

63 不思議カフェＮＥＫＯＭＩＭＩ 村山 早紀／著 小学館 F1 むら 

64 固結び 山本 一力／著 文藝春秋 F1 やま 

65 歳はトルもの、さっぱりと 石井 ふく子／著 中央公論新社 N1 いし 

66 明日も一日きみを見てる 角田 光代／著 KADOKAWA N1 かく 

67 十字路が見える １・２ 北方 謙三／著 岩波書店 N1 きた 

68 好きになってしまいました。 三浦 しをん／著 大和書房 N1 みう 

69 無人島のふたり 山本 文緒／著 新潮社 N1 やま 

70 ものがわかるということ 養老 孟司／著 祥伝社 N1 よう 

 

５ 

 

No.272 
May.2023 

ここで紹介しているのは、当号発行までの約１か月間に図書館で購入した本の一部です。貸出中の場合は、 

予約ができます。予約カードはサービスデスクや利用者用端末横にありますので、お気軽にご利用ください。 

新しく入った本をすべて知りたい場合は、ホームページや館内の利用者用端末で見ることができます。 

わからないことがありましたら、職員にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

図書館にはこんなものもあります♡  

図書館の入口にエンジェルカートや車いすを

そなえつけています。小さなお子さんや歩行

が困難な方など、どうぞご利用ください！ 

幼児トイレもあります。小さなトイレなの

で、お子さんも安心して使っていただけま

すよ。 
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