
楽しい冒険と友情が
いっぱいの物語！

はじめてのチョコレート

寺西恵理子
はじめてでも大丈
夫。チョコレートか
ら、お菓子作りにチャ
レンジしましょう! カン
タンにすぐできるもの
から、カップケーキや
ブラウニーまで、作り
方をプロセス写真と
イラストでわかりやす
く説明します。

【料理】 【料理】

飯田順子

果実酒・果実酢
フルーツシロップBOOK

基本の梅酒、クラン
ベリー酒、きんかん
酢、しょうがレモンは
ちみつシロップ…。旬
のフルーツをガラス
びんにとじ込めた、
健康にも役立つ果実
酒・果実酢・フルーツ
シロップのレシピ101
を紹介します。

野菜がおいしくなるレシピ

高木ハツ江
アスパラガスと牛肉
の炒め物、オクラの
豚肉巻き、にんじん
のきんぴら…。つくり
やすくて、野菜の魅
力を存分に楽しめる
レシピを紹介する。
「NHKきょうの料理ビ
ギナーズ」テキストを
再編集。

【料理】

87分

99分
広島原爆を背景に描く
心温まる父と娘の物語

7/7（土）

126分
めくるめく不思議の世界
アカデミー賞5部門受賞！

1年中使えるおべんとう
お・ま・か・せBOOK

【料理】 【料理】 【料理】

電子レンジで超ラクごは
ん

主婦の友社編
絶品おかず、下味つ
きストック、小さなお
かず、加熱時間10分
以下のメインおか
ず、作りおきおかず
など、電子レンジだ
けで作れる時短おか
ずを紹介します。切り
取り式「加熱時間早
わかりシート」付き。

3分クッキング
きほんの料理レッスン

出版：KADOKAWA
「3分クッキング」で放
送されたレシピから、
ぜひ覚えておきたい
作りやすいレシピを
厳選して紹介。レシ
ピに書いていない切
り方&下ごしらえや、
おいしくする作り方の
コツなども解説しま
す。『3分クッキング』
を再編集。

主婦の友社編
作りおきおかずで朝
ラクべんとう、晩ごは
んおかずのリメイク
べんとう、500キロカ
ロリー以下の低カロ
リーべんとう…。おべ
んとう作りの「困っ
た」を解決する、400
レシピを紹介します。

午後２時～　視聴覚室　※無料 申込不要

父と暮らせば

7/21（土） おさるのジョージ 7/28（土） ヒューゴの不思議な発明
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の休館日

ｱﾆﾒ

上映会

都農町民図書館
都農町大字川北５４４８番地２

【開館時間】 9：30～18：00
【電話】０９８３-２５－３３１６

【ＨＰ】http://tsuno-lib.jp/

◆毎週火曜日

◆16日(月) 海の日

◆26日(木) 資料整理日雨が多い季節になりました。雨の音を聞きながら読書ってなんだか

素敵じゃないですか?

図書館では雨とカエルの鳴声のコーラス付きで読書が楽しめます♪

是非、図書館まで足を運んでください。

黒木福吉さん（中町）

遠藤忠雄さん（中町）

お二人より花の苗をたくさん

いだだきました♪

ありがとうございます。

質疑応答中

日

おすすめの本や

人気の本を紹介南小学校2年生、東小学校３年生の

みなさんが図書館を探検しました！

地震イツモパネル展
~地震への備えは、

「モシモ」ではなく「イツモ」～

6/29～7/27開催します！

レシピ本
館 内

特 集

県立図書館から

借りた本です

図書館内を

隅々まで

探検中！

洋

東小

東小

南小

南小

ペットボトルで野菜を育てよう！

７月２７日（金）午後２時～

どなたでも参加OK！

申込、お問合せは図書館まで

今月、都農神社より「神武さん参り」の寄贈があり、特集コーナーを作りました。



【日本の小説】 未来

【歴史・時代小説】 澤田 瞳子

人というのは、とても愚か。あまりに怠
惰、あまりに儚い-。大石内蔵助、織田
信長、西郷隆盛、今川義元ら6人の“切
腹の間際”を、時代小説の雄が鮮烈に
描き出した傑作短編集。『小説宝石』掲
載を単行本化。
　　　　　　　　　　　　　　　　上田 秀人著

　影の子 

血管が若返る水煮缶レシピ  

【料理】 村上 祥子

【外国の小説】 　デイヴィッド・ヤング

主材料は3つまで。所要時間は5〜20
分。家にある調味料でできる! メインお
かずからサブおかず、ご飯・麵類まで、
料理家10人のとっておき114品を紹介。
「なるほど」の時短レシピ集。

　　　　　　　　　　　暮しの手帖編集部著 【紙芝居】 やべ みつのり

　ウェンディのあやまち  

【推理・ミステリー】 　美輪 和音

昭和の窓  

【イラスト集】

師走の扶持 

【歴史・時代小説】 本懐 ののはな通信

藤山 浩編

【手記】

マイケル・ボーンスタイン

【地域社会・地域開発】西條 奈加

三浦 しをん

【手記】

ジョー・ミルン【日本の小説】

13歳から知っておきたいLGBT+ 

植田 睦之

【エッセイ】

【戦争】

音に出会った日 

ウドウロク  

鴻上 尚史

【放送】是枝 裕和

幸腹な百貨店　3 　催事場で蕎麦屋呑み 

【日本の小説】

【日本の小説】 中澤 日菜子

雲の果(「弥勒」シリーズ　8)

【歴史時代小説】

日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑  

Team383

【日本の小説】

新着図書案内
直近１カ月購入・寄贈のうち、32冊をご
紹介します。

秋川 滝美

【日本の小説】 佐川 光晴

万引き家族  

一日の苦労は、その日だけで十分です  

佐藤 愛子

役に立たない人生相談　2

三浦 綾子【エッセイ】

【推理・ミステリー】 首の鎖

人生のすべてを祖母と母の介護に捧げ
てきた40歳の瞳子と、妻の束縛と執拗
なDVに悩む顕。心療内科で出会った二
人は次第に心を通わせていくが…。思
惑と噓、エスカレートする母と娘の愛憎
を描いた家族サスペンス。
　　　　　　　　　　　　　　　　宮西 真冬著

濱口 瑛士

渡辺 のぞみ【推理・ミステリー】 堂場 瞬一

爆身 黒板に描けなかった夢  

【育児】

ママのゆるコツ事典  

【推理・ミステリー】 　大沢 在昌

ある日、10才の章子に突然届いた一通
の手紙。送り主は未来の自分、30才の
章子だという。信じているあいだは、本
物の未来からの手紙。章子はその夜、
返事を書く…。長編ミステリー。

　　　　　　　　　　　　　　　　湊 かなえ著

【料理レシピ】 暮しの手帖のクイックレシピ  

三千円の使いかた  烏百花　蛍の章(八咫烏シリーズ　外伝)

【日本の小説】 原田 ひ香 【ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ】 阿部 智里

黒川 博行

あさの あつこ

雨に殺せば  

【推理・ミステリー】

無暁の鈴

【歴史時代小説】

【性・セクシュアリティ  】

有働 由美子

不死身の特攻兵 

【鳥類 】

「循環型経済」をつくる  

砂の家

アシュリー・マーデル

4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した  

日の出


