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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

◆あめりかむら 石田千/著
◆氷雪の殺人 内田康夫/著
◆サヴァイヴ 近藤史恵/著
◆警察の条件 佐々木譲/著
◆硝子の鳥 新堂冬樹/著
◆赤い実たちのラブソング 名木田恵子/著
◆ゴランノスポン 町田康/著
◆聞かせていただき光栄です 皆川博子/著

◆昭和の笑顔　京都写真館 伊藤とのひろ/写真
◆ＦＢＩ美術捜査官 ロバート・Ｋ・ウイットマン/著
◆文様別そば猪口図鑑 大橋康二/監修・執筆
◆挿絵画家アーサー・ラッカムの世界 新人物往来社/編

《小説》
◆烙印 天野節子/著
◆ポリティコン　上下巻 桐野夏生/著
◆血は欲の色 澤田ふじ子/著
◆心星ひとつ 高田郁/著
◆刑事のまなざし 薬丸岳/著

《産業》 
◆イノシシを獲る 小寺祐二/著
◆図解よくわかる　きのこ栽培 柳楽節雄/著
◆ひもとロープの結び方 小暮幹雄/著

《その他》 
◆水木しげるの遠野物語 水木しげる/著
◆世界遺産　白神山地 根深誠/著

二部公民館図書室

日光公民館図書室

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。

図書
カレンダー 月11

溝口・岸本図書館
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二部・日光公民館図書室

休館日

『ゆきの、おと　花嫁の父  』
井沢満/著
講談社

　震災後の新潟・山古志と東京・浅草を舞台
に家族の心の絆を描いた物語です。大切な
人とのつながりを考えさせられる、心が温か
くなるお話です。

《小説》 《小説》
◆峠うどん物語 重松清/著
◆パパは今日運動会 山本幸久/著
◆望月青果店 小手鞠るい/著
◆仇討ちの客 澤田ふじ子/著
◆完盗オンサイト 玖村まゆみ/著
◆マスカレード・ホテル 東野圭吾著
◆慈雨の音 宮本輝/著
◆ニコニコ時給８００円 海猫沢めろん/著
◆愛娘にさよならを　刑事雪平夏見 秦建日子/著

◆大きな字だからスグ分かる！エクセル２０１０入門
　基本のキホン編
 湯浅英夫/著　毎日コミュニケーションズ 
◆大きな字だからスグ分かる！ワード２０１０入門
　基本のキホン編
 湯浅英夫/著　毎日コミュニケーションズ 
◆大きな字だからスグ分かる！インターネット＆メール入門　
　基本のキホン編
 湯浅英夫/著　毎日コミュニケーションズ

《児童書》
◆大どろぼうブラブラ氏 角野栄子/著
◆イップとヤネケ アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット/作
◆アンデルセン童話全集１
 ハンス・クリスチャン・アンデルセン/著
◆さようなら、ドラえもん 中嶋義道/著

大きな字と大きな画面で分かりやすく解
説されています。インターネット閲覧ソフ
トInternet Explorer 9とメール・写真の活
用ソフトLive Essentials 2011に対応して
います。 
中高年の方、これからパソコンを始める
方にもおすすめです。 

『大きな字だからスグ分かる！
　ウィンドウズ７入門
　基本のキホン編』

湯浅英夫/著
毎日コミュニケーションズ 

《コンピューター》

《芸術》

『世界の切子ガラス』
谷一尚/著
里文出版

　最新の研究成果とともに紀元前から近代
まで世界の切り子ガラスの名品を紹介してい
ます。写真を見るだけでも切子ガラスの世界
が楽しめます。

読 書 週 間「信じよう、本の力」第65回
10/27～11/9
　今年で65回を迎える『読書週間』は、戦後

間もない昭和22年に、「読書の力によって、

平和な文化国家をつくろう」という決意のも

と、出版社・取次会社・書店と公共図書館、

そして新聞・放送のマスコミ機関も加わっ

て制定されました。

　今、電子メディアの発達によって、世界の

情報伝達の流れは大きく変容しようとして

います。しかし、その使い手が人間であるか

ぎり、その本体の人間性を育てかたちづく

るのに、「本」が重要な役割を今も果たして

います。暮らしのスタイルや人生設計の中

に、「本とのつきあい方」をあらためて取り

入れてみてはいかがでしょうか。

　伯耆町立図書館でも、読書週間には展示

や講演会を開催し、より一層「読書の秋」を

楽しむ企画を予定しています。

（イラスト・武政　諒）

と　き　１０月２７日（木）～１１月９日（水）
　　　　９：３０～１９：００（土・日１７：００まで）
ところ　溝口図書館

秋を楽しむ
と　き　１１月１日（火）～１１月１３日（日）
　　　　９：３０～１９：００（土・日１７：００まで）
ところ　岸本図書館

偉人展　Ｖｏｌ．４　～池田亀鑑の古典文学～

展　示

　伯耆町出身の文化人とし
て、古典文学の偉業を成し遂
げた、「池田亀鑑」についての
講演会を「郷土講座」として開
催します。講師には「池田亀
鑑」の研究者として活躍されて
いる、原豊二先生をお招きし、
池田亀鑑の人物像や「源氏物
語」に代表される古典文学へ
の業績を分かりやすく語って
いただきます。

と　き　１１月１２日（土）　１３：３０～１５：００
ところ　岸本公民館　大会議室
講　師　原　豊二先生（米子工業高等専門学校　准教授）
申込先　岸本図書館

「郷土講座」～池田亀鑑とその研究人生～
講演会

　「楽しく作って、楽しく遊べる
手作り工作」でおなじみの木村
研さんの工作教室を今年も開
催します。今回は、「遊べる手作
り絵本に挑戦！」と題したアイデ
アいっぱいの工作教室です。絵
やお話づくりも簡単！、初めて
でも楽しく参加ができます。
　当日は、午前の部が指導者
向けの講習会、午後の部が親
子で参加の工作教室です。

と　き　１１月２３日（水・祝日）
・「手作り絵本講座」１０：００～１２：００
・「親子工作教室」１３：３０～１５：３０
ところ　溝口公民館　大会議室
講　師　木村研さん（児童文学家）
申込先　溝口図書館　

「木村研さんの手作り工作教室」　～手作り絵本をつくってあそぼう！～
工作教室

図書館 秋の催し図書館 秋の催し
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