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二部公民館図書室 （Tel・Fax） 62－7159
岸本図書館（Te l）  68－3617（Fax） 39－8017
溝口図書館（Te l） 62－0717（Fax） 63－0070

日光公民館図書室 （Tel・Fax） 63－0306

図書 つうしん
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館

◆“弁当の日″がやってきた 竹下和男/著
◆失業しても幸せでいられる国 都留民子/著
◆家族の会話がはずむ家 袴田年久/著
◆わかりやすく＜伝える＞技術 池上彰/著
◆藁塚放浪記 藤田洋三/著
◆日本の奇祭 合田一道/著
◆わらの民族誌 斎藤たま/著
◆昭和のすぐれもの図鑑 小泉和子/文

◆絶対にゆるまないネジ 若林克彦/著
◆美鋼変幻　たたら製鉄と日本人 黒滝哲哉/著

《えほん》 
◆からすのせっけん やまわきゆりこ/え
◆だんごむしのダディダンダン 沢野ひとし/え
◆まいごのまめのつる おりもきょうこ/え
◆もものうえのたねまろ 降矢なな/作

《小説》
◆てふてふ荘へようこそ 乾ルカ/著
◆異境 堂場舜一/著
◆月は怒らない 垣根涼介/著
◆春を背負って 笹本稜平/著

《心と体》 
◆男も更年期で老化する 和田秀樹/著
◆心が強くなるあきらめない脳のつくり方 有田秀穂/著
◆病気にならない「こころ」と「からだ」のつくり方 蓮村誠/著
◆なぜ、「これ」は健康にいいのか？ 小林弘幸/著
◆病気知らずになる免疫力の高め方 安保徹/著
◆疲れた日に食べる癒されごはん 浜内千波/著
◆朝に効くスープ夜に効くスープ 浜内千波/著
 
《ヤング・アダルト～中高生の本》　 
◆想い出あずかります 吉野万理子/著
◆こころ不思議な転校生 七瀬晶/著
◆帰宅部ボーイズ はらだみずき/著

《一般書》
◆YUIGON 浜田幸一/著
◆私はなぜ日本国民となったのか 金 美齢/著
◆私はなぜ「中国」を捨てたのか 石 平/著
◆羊毛フェルトのちいさなマスコット ブティック社

二部公民館図書室

新　着　図　書　情　報 ＊その他にも
新着図書が
   入っています。

※図書館（室）にない本は、リクエスト・予約できます。
※リクエスト・予約は電話でも受付けています。
※図書館（室）で借りた本は、溝口図書館・岸本図書館・
　二部公民館・日光公民館どこでも返却できます。
※本が破損・汚損した場合は、そのままの状態でカウンタ
　ーまでお持ちください。
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休館日

夏 休 み 特 集

ちょっとかわった工作ちょっとかわった工作
先月に続いて、ちょっとかわった工作集の2回目。
今月は、わざわざ買わなくても家のなかにあるエコな
材料を使って作る作品を紹介します。

ＰＡＲＴ2・岸本図書館おすすめ！！

「あらしのよるに」でおなじみのベストセラー作家、きむらゆういちのアイ
デアがたっぷり詰まった素材別の工作シリーズです。身近な素材が、動い
て遊べるおもちゃに大変身！楽しい工作が盛りだくさんです。

『きむらゆういち・みやもとえつよしの
ガラクタ工作』　1～６巻
きむらゆういち・みやもとえつよし／著 チャイルド本社

◆１巻・牛乳パックで遊ぼう
◆２巻・ペーパーの芯で遊ぼう
◆３巻・せんたくばさみで遊ぼう
◆４巻・ティッシュ箱で遊ぼう
◆５巻・紙ぶくろで遊ぼう
◆６巻・ペットボトルで遊ぼう

　溝口図書館では、今年の２月～３月にかけて『利用者アンケー
ト』を実施しました。
　今回は、主だった回答について、掲載しています。全ての結果
については、溝口図書館に掲示しておりますのでご覧ください。
いただきましたご意見は、これらかの図書館運営に役立てていき
たいと考えています。ご協力ありがとうございました。

溝口図書館利用者
アンケートのご報告

問7 当館では次のようなサービスを提供（設置）しています。利用したことのあるもの、 
利用したことはなくても知っているものを回答してください（複数回答可）

問１ あなたご自身のことについて
お尋ねします。

◎性別　男　性　　　１０人
　　　　女　性　　　２５人
　　　　無回答　　　　２人
◎年代　１８歳以下　　０人
　　　　　　２０代　　２人
　　　　　　３０代　　４人
　　　　　　４０代　　６人
　　　　　　５０代　　６人
　　　　　　６０代　１２人
　　　　　　７０代　　３人
　　　　　　無回答　　４人

問2 当館にはどのくらいの頻度で
来館されますか。

毎週数回　３人　毎月数回　３０人
その他　　１人　無回答　　　３人

問4 当館の定期休館日は、毎週月曜日
と国民の祝日、月末日ですが、
これについてどう感じられますか
満足　９人　普通２２人　不満６人

問5 当館の開館時間は、火～金曜日が
９時３０分から１９時ですが、
これについてどう感じられますか
満足１４人　普通１８人　不満５人

問6 当館の開館時間は、土日曜日が
９時３０分から１７時ですが、
これについてどう感じられますか
満足　９人　普通２２人　不満６人

問10 当館についての総合的な満足度についてお答えください

満足１３人　やや満足６人　普通１１人　やや不満３人　不満０人　無回答４人

問11 問１０で「やや不満」「不満」と回答された方にお尋ねします。不満の理由はなんですか
○蔵書が少ない　○専門的な内容の資料が少ない　○開館時間・開館日数

問13 当館の蔵書についてお尋ねします

◎利用したい図書等がそろっていますか　はい１４人・いいえ１６人・無回答　７人
◎図書等は探しやすいですか　　　　　　はい３０人・いいえ　２人・無回答　５人
◎今後充実してほしい分野はなんですか
　○文庫本・心理学・宇宙科学・ヤングアダルト・趣味・健康・英米文学

問19 今後、溝口図書館はどのような分野に力を入れるべきだと考えられますか
（３つまで回答）
★乳幼児と保護者・小学生・中学生への読書支援　１４人　★幅広い分野の資料収集・提供　１３人
★高齢者への読書支援（大活字本の充実・ブックトーク・高齢者学級との連携など）　１２人
★医療・健康情報の充実　１０人　　　　　　  ★利用環境の向上　８人
★郷土資料（伯耆町）の収集・保存・提供　６人　★講演会・資料展示などによる情報提供　２人
★資料相談（レファレンス）サービス　１人

回答者数 ３７人
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館内展示

館内図書等の複写
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図書・雑誌の貸出

貸出の予約

鳥取県図書館横断検索

リクエストによる図書購入

資料相談（レファレンス）サービス

他館との相互協力に
よる図書等の取り寄せ
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『イクメンで行こう！』
渥美由喜/著 
日本経済新聞出版社

 育児を積極的に行う男性「イク

メン」。育児も仕事も充実させる

方法とは？著者自身の実体験や仕

事術家事のコツなど紹介します。

《社会科学》

《技術・工業》

『海上保安庁の仕事に
   つきたい！』

私の職業シリーズ取材班/著 
中京出版

　未曽有の大災害、海上保安官の

仕事が注目されています。「海の

警察官」として人命救助にあたる

海上保安官の仕事を紹介します。

東野圭吾作ガリレオシリーズ待望の最新刊！   
今回の事件は、夏のある海辺の町。夏休みを過ご
すためにやって来た少年が事件の真相に深く関
わっています。感動的なラストはあの「容疑者Xの
献身」を思い出させるかもしれません。 

話題の
1冊！ 『真夏の方程式』

  　　　　　　　　　　　東野圭吾/著

「こころ」は誰にも見えない。けれど「こころづか
い」は見える。震災後のテレビコマーシャルで誰
もが耳にした言葉です。思春期の子どもたちだけ
でなく多くの人に読んでもらいたい、詩人・宮澤
章二の７７のメッセージは慈愛に満ちています。

おすすめの
1冊！ 『行為の意味

　～青春前期のきみたちに～』
  　　　　　　　　　　　宮澤章二/著
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   つきたい！』

私の職業シリーズ取材班/著 
中京出版

　未曽有の大災害、海上保安官の

仕事が注目されています。「海の

警察官」として人命救助にあたる

海上保安官の仕事を紹介します。

東野圭吾作ガリレオシリーズ待望の最新刊！   
今回の事件は、夏のある海辺の町。夏休みを過ご
すためにやって来た少年が事件の真相に深く関
わっています。感動的なラストはあの「容疑者Xの
献身」を思い出させるかもしれません。 

話題の
1冊！ 『真夏の方程式』

  　　　　　　　　　　　東野圭吾/著

「こころ」は誰にも見えない。けれど「こころづか
い」は見える。震災後のテレビコマーシャルで誰
もが耳にした言葉です。思春期の子どもたちだけ
でなく多くの人に読んでもらいたい、詩人・宮澤
章二の７７のメッセージは慈愛に満ちています。

おすすめの
1冊！ 『行為の意味

　～青春前期のきみたちに～』
  　　　　　　　　　　　宮澤章二/著


