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輪島市立図書館の連絡一覧
TEL:0768-22-2926 FAX:0768-23-8128
E-mail: lib@city.wajima.lg.jp
図書館URL:
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/lib.htm
携帯用URL:
http://lib.city.wajima.ishikawa.jp/mobile/index.asp

よちよちさんの 日時：７月１１日（金）１０時３０分～１１時

おはなし会 ０～２歳児の親子が対象です。

今月の行事

読 書 会 日時：７月２０日（日）１３時３０分～１５時
テキスト：『橋づくし』 三島 由紀夫／著

サークル夢知遊の 日時：７月５日（土）１４時～１５時

おはなし会 幼児から小学生と保護者が対象です。

４月 ５月

月間貸出人数 1,693人 1,741人

月間貸出冊数 6,558冊 7,887冊

開館日数 25日 23日

※図書館利用状況

５月は、公民館への貸出が含まれています。

図書館ニュース ７月号
☆７月の休館日

３日（木） １０日（木）

１７日（木） ２４日（木)

３１日（木）

◎開館時間

平 日:9:30～18:00

土・日:9:30～17:00

たんぽぽ文庫の 日時：７月１９日（土）１４時～１５時

おはなし会 幼児から小学生と保護者が対象です。

輪島市図書館友の会
講演会のお知らせ

日時：７月１２日(土）１４時～１５時３０分

会場：図書館集会室

講師：中谷 比佐子氏（きもの文化研究家）

㈱秋櫻舎主宰 東京都在住

演題：日本のいいとこ探そう

～きものを通して学ぶ日本人の

知恵・暮らしぶり～

参加費は無料で、どなたでも参加できます。

☆夏休みの行事
七夕に願い事をしよう！
7月７日（月）まで児童コーナーで七夕飾りを

します。短冊に願い事を書きに来てね。

わじまの歴史たんけん

日時：７月２５日(金）８時３０分～１２時

集合場所：文化会館正面入り口

対象：小学3年生から6年生

講師： 高山 文雄 先生

～わじまのいろいろな歴史をバスに

乗って見て回ろう！！～

手づくり絵本教室

日時：１回目 ８月１日(金）１３時３０分～１５時３０分

２回目 ８月８日（金）１３時３０分～１５時３０分

場所：図書館集会室

対象：小学生（定員１５名）両日参加できる方に限ります。

なお、親子での参加も歓迎です。

講師： 細川 律子 さん（かほく市はなます文庫）

読書感想文コンクール課題図書の展示 ７月８日（火）～８月３１日（日）まで

『図書館振興財団」図書館を使った’調べる’学習賞コンクール入賞作品展
７月２２日（火）～８月２０日（水）まで

いろり火の会の 日時:：８月２日（土）１４時～１５時

夏休みおはなし会 幼児から小学生と保護者が対象です。

※講演会及び夏休みの行事に参加を希望される方は、
市立図書館のカウンターまで申込をお願いします。
参加費は、いずれも無料です。

４月から木曜休館を試行的にしていますが、

１２月まで期間を延長します。
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アクアマリンの神殿 海堂 尊

金魚鉢の夏 樋口 有介

透明な迷宮 平野 啓一郎

深海の人魚 森村 誠一

帰らずの海 馳 星周

胡蝶殺し 近藤 史恵

知の孤島 小前 亮

老いの入舞い 松井 今朝子

天の光 葉室 麟

二千七百の夏と冬 上・下 萩原 浩

沙羅沙羅越え 風野 真知雄

まるまるの毬 西條 奈加

とんぼさま 仁志 耕一郎

芥川症 久部坂 羊

トワイライト・シャッフル 乙川 優三郎

あなたも眠れない 山口 恵以子

もしも俺たちが天使なら 伊岡 瞬

喝采 藤田 宜永

星星の火 福田 和代

初恋料理教室 藤野 恵美

ひかげ旅館へいらっしゃい 加藤 元

おれたちの故郷 佐川 光晴

日本一の女 斉木 香津

たまもの 小池 昌代

売国奴の伝言 高田 大介

詩を書くということ 谷川 俊太郎

今ごはん、昔ごはん 松井 今朝子

かもめのジョナサン 完全版 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾊﾞｯｸ

本屋の雑誌 本の雑誌編集部

一流の人が言わない５０のこと 中谷 彰宏

定年が見えてきた女性たちへ 野村 浩子

図説英国紅茶の歴史 Cha Tea 紅茶教室編

ネットに奪われる子どもたち 清川 輝基

冷たいデザートレシピ 脇 雅世

林業男子 山崎 真由子

日本の森１００ 日本森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会

新しい物流の教科書 湯浅 和夫

絶対！伸ばせる吹奏楽指導100のコツ 小澤 俊朗

漢字世界の地平 齋藤 希史

石井桃子のことば 中川 李枝子

世界遺産で見る仏教入門 島田 裕巳

入門者のための考古学入門 山岸 良二

母の道をまっすぐに歩く 浜 文子

いい感じの石ころを拾いに 宮田 珠己

ウンチのうんちく 左巻 健男

牛乳たすだけ減塩レシピ 小山 浩子

のっぺらぼうのおじさん そうま こうへい

コロッケくんの冒険 二宮 由紀子

いーとんの大冒険 なばな としたか

いろいろいろのほん エルヴェ・テュレ

こどものじかん ギョウ・フジカワ

しごとば もっと 鈴木 のりたけ

１４歳からわかる生命倫理 雨宮 処凜

なぜ？どうして？もっと科学のお話 森本 信也

ユッキーとともに 最上 一平

あの日とおなじ空 安田 夏菜
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星々たち
桜木 紫乃／著 実業之日本社

昭和から平成の時代を移りゆく時代に北の

大地を彷徨った、千春。数奇な運命と彼女に

関わった人々の喜怒哀楽を浮き彫りにする、

九つの物語。

心に灯すマッチのように
髙野 澄子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小さな存在でも周囲を明るくできる人にな

りなさい。毎日をいきいきと過ごすための方

法を、著者が５０の言葉で紹介します。
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今日は村のお祭りの日。なかよしの４人は、

お祭りの会場に向かいました。ランタンに火を

ともして、４人のしたおねがいごととは。


