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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

◆ＷＡＮＴＥＤ！！かい人２１面相 赤染晶子/著
◆黄泉から来た女 内田康夫/著
◆鍵のかかった部屋 貴志祐介/著
◆逃亡医 仙川環/著
◆紅梅 津村節子/著

◆子育てできれいな歯並びを！ 倉治ななえ/著
◆２歳からのごはんＢＯＯＫ 牧野直子/著
◆子どものまんぷくごはん コウケンテツ/著
◆こどもＨａｐｐｙアレンジ＆手作りヘアアクセ

ＺＵＳＳＯ　ＫＩＤＳ/監修　
◆ベビーグッズ 田中梨香/総監修

《伝記》
◆私は、いかにして「日本信徒」となったか 呉善花/著

《料理・手芸》 
◆こうちゃんの１５分で幸せごはん 相田幸二/著
◆半日あればできちゃうちっちゃな布こもの 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。

月10

　溝口中学校２年生の２人が溝口図書館で３日間、図書館業務を
体験しました。
　２人とも慣れない作業に戸惑いながらも、真剣に取り組みまし
た。図書館の仕事は、図書を沢山持ったり新聞を移動させたり、想像
と異なり重労働だな・・と驚いた様子。将来の希望職種のひとつに加
えていただけたら嬉しく思います。お疲れ様でした。

《小説》

　伯耆町有線テレビジョン放送で、『とっておき本棚』を放送しています。
その時々の図書館情報や、おすすめの本などを解説をまじえて紹介しています。
ぜひ、ご覧ください。

お知らせ

溝口中学校職場体験
８月9日（火）～11日（木）

　伯耆町では、昨年度から新成人へ
の記念品として、「２０歳の２０冊」
（出版文化産業振興財団）を実施し、
20冊の本から好きな本を1冊贈呈し
ています。 

伯耆町成人式
8月15日（月）

5555555555555555555555555555555555555555555

図書受入作業
パソコン操作・・・
少し慣れたかな？

図書館 夏の思い出・8月図書館 夏の思い出・8月

《小説》
◆コラプティオ 真山仁／著
◆財務省の階段 幸田真音／著
◆虚言少年 京極夏彦／著
◆アキバの帝王 新堂冬樹／著
◆密売人 佐々木譲／著
◆東京観光 中島京子／著

《外国文学》 
◆アンダーワールドＵＳＡ ジェイムズ・エルロイ／著
◆武器を捨てよ！ ベルタ・フォン・ズットナー／著
◆失われた時のカフェで パトリック・モディアノ／著

◆難波光江のガーデニング１２カ月 難波光江／著
◆庭仕事のロープテクニック 小暮幹雄／著
◆人気の庭デザイナーと建築家が組んだ居心地のいい庭づくり

主婦と生活社
◆庭づくりの材料と使い方がわかる本 主婦と生活社 
◆雑木の庭づくり 学研パブリッシング 
◆植物と自然素材で作るナチュラルな庭 ブティック社
◆夏秋トマト栽培マニュアル 農山漁村文化協会 
◆もっと野菜がおいしくなる家庭菜園の土づくり入門  

家の光協会
《スポーツ・芸能》
◆なでしこ力 佐々木則夫/著
◆ほまれ 澤穂希/著
◆直伝　澤穂希 澤穂希/著
◆あきらめなかった　いつだって 森光子/著
◆マイケル・ジャクソン　私たちの天使  

エイザベス・ミッシェル・ビルアドゥ/著

《子どもの辞典・図鑑》 
◆アメリカキッズ　えいご絵じてん  

ダニエル・Ｊ・ホックステイター/絵
◆すっきりわかる！【江戸～明治】昔のことば大事典 くもん出版
◆にっぽん妖怪大図鑑 常光徹/監修
◆元素図鑑　宇宙は９２この元素でできている  

エイドリアン・ディングル/作

《園芸》

《ヤングアダルト》

井上さん
「おばけのめをみて
おとうとうさぎ」を
読みました。

ドキドキ　ハラハラ・・・
緊張しましたネ！

瀬尾さん
「１００万回生きたねこ」　
速くなってしまうので
ゆっくり、ゆっくりを

心掛けて
読みました。

中学生の頃、学校帰りには
いつも図書館に通ってくれていた、

皆さん！成人おめでとう。

本は、時として人生を照らす
光となることがあります。

良い本に出会えますように・・・。

　成人式に、自治体から新成人に
本を贈る企画で、2010年「国民読書
年」を記念してスタートしました。

今年度、伯耆町の新成人に
人気の高かった本ベスト３

　１．『夜のピクニック』
　　　恩田陸/著　新潮社

　２．『穴』
　　　ルイス・サッカー/著　講談社

　３．『しゃべれどもしゃべれども』
　　　佐藤多佳子/著　新潮社

　「２０歳の２０冊」の本は、溝口
図書館で所蔵しています。興味のあ
る方はお問い合わせください。

会場では、「20歳の２０冊」と、
図書館から新成人におすすめの本を

展示しました。

《子育て》 溝口保育所
おはなし会
溝口保育所
おはなし会
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二部・日光公民館図書室

休館日

　溝口中学校２年生の２人が溝口図書館で３日間、図書館業務を
体験しました。
　２人とも慣れない作業に戸惑いながらも、真剣に取り組みまし
た。図書館の仕事は、図書を沢山持ったり新聞を移動させたり、想像
と異なり重労働だな・・と驚いた様子。将来の希望職種のひとつに加
えていただけたら嬉しく思います。お疲れ様でした。

『やなりいなり』
畠中恵/著
新潮社

　身体の弱い若だんなと妖たちが活躍する
「しゃばけ」シリーズの最新刊！今回の話は、
それぞれに料理やお菓子のタイトルに因ん
だものが出てきます。レシピ付きなので作っ
てみるのもおススメです。

《小説》
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　「趣味の園芸」のシリーズで、改訂版の
「サクラ」から果実の「イチゴ」など、全５６
巻を揃えました。趣味から本格的な栽培ま
で、幅広く活用できます。

『ＮＨＫ趣味の園芸
　　　　よくわかる栽培１２か月』
ＮＨＫ出版

《園芸》

「これからの日本を生きる君に贈る」として書
かれた3・11後を生きるためのメッセージ本
です。若者に向けられた言葉ですが、大人が
読んでもハッとさせられます。

『時に海を見よ』
渡辺憲司/著
双葉社

《ヤングアダルト》

井上さん
「おばけのめをみて
おとうとうさぎ」を
読みました。

ドキドキ　ハラハラ・・・
緊張しましたネ！
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良い本に出会えますように・・・。

　成人式に、自治体から新成人に
本を贈る企画で、2010年「国民読書
年」を記念してスタートしました。

今年度、伯耆町の新成人に
人気の高かった本ベスト３

　１．『夜のピクニック』
　　　恩田陸/著　新潮社

　２．『穴』
　　　ルイス・サッカー/著　講談社

　３．『しゃべれどもしゃべれども』
　　　佐藤多佳子/著　新潮社

　「２０歳の２０冊」の本は、溝口
図書館で所蔵しています。興味のあ
る方はお問い合わせください。

会場では、「20歳の２０冊」と、
図書館から新成人におすすめの本を

展示しました。

《子育て》 

『子どものこころにふれる整体的子育て』
山上亮/著
クレヨンハウス

　日常で行える整体の具体的な手当の仕方　日常で行える整体の具体的な手当の仕方
や、子どもとの接し方を中心に、現実の暮らしや、子どもとの接し方を中心に、現実の暮らし
にかかわる様々なことを季節ごとにイラストにかかわる様々なことを季節ごとにイラスト
や写真で紹介しています。 育児で大切にしたや写真で紹介しています。 育児で大切にした
いヒントが満載です。

溝口保育所
おはなし会
溝口保育所
おはなし会




