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◆国難 石破 茂/著

◆ロシアから見た北方領土 岡田 和裕/著

◆震災日記津波に負けない

山田町立大沢小学校震災日記編集部/著

◆47都道府県・伝統食百科 成瀬 宇平/著

◆めぐみと私の35年 横田 早紀江/著

《社会》

◆はなさけぱっか～ん あきやま ただし/著

◆あかちゃんになったおばあさん いもと ようこ/文　絵

◆あいうえおのうみで すぎはら ともこ/作　絵

◆あきをあつめたよ! スージー スパッフォード/作

◆バナナンばあば 林 木林/作

◆のはらひめ なかがわ ちひろ/作

《絵本》

http://www.houki-town.jp/book/ホームページ

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

新　着　図　書　情　報

月11

◆屍者の帝国 伊藤 計劃/著

◆明日のことは知らず 宇江佐 真理/著

◆光圀伝 冲方 丁/著

◆梅ちゃん先生 下 尾崎 将也/作

◆岳飛伝 ２ 北方 謙三/著

◆竹に紅虎 下川 博/著

◆解 堂場 瞬一/著

◆微笑む人 貫井 徳郎/著

◆ソロモンの偽証　第１部 宮部 みゆき/著

《小説》

◆入社10年目の羅針盤 岩瀬 大輔/著

◆「おしゃれな人」はおしゃれになろうとする人 大草 直子/著

◆困ったことばかりでも、何かひとつはよいことがある。 鍵山 秀三郎/著

◆60歳からの人生を愉しむ心理学 渋谷 昌三/著

◆会計士パパから娘への手紙 山田 侑/著

《哲学》

《児童書》
◆占い大研究 板橋 作美/監修

◆日本のもと　米 服部 幸應/監修

◆もののはかりかた大研究 瀧澤 美奈子/著

◆こんにちは、ビーバー 佐藤 英治/文・写真

◆大切なからだ・こころ 村瀬 幸浩/監修

◆発明大図鑑 ジュリー・フェリス/ほか著

◆花宴 あさの あつこ/著

◆赤猫異聞 浅田 次郎/著

◆ヴァンパイア 岩井 俊二/著

◆天命の扉 遠藤 武文/著

◆ラブ♥リプレイ 喜多 喜久/著

◆二重生活 小池 真理子/著

◆ナモナキラクエン 小路 幸也/著

◆傷だらけの果実 新堂 冬樹/著

◆永遠をさがしに 原田 マハ/著

◆幸せの条件 誉田 哲也/著

◆ノエル 道尾 秀介/著

《小説》

※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。

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

テーマ　「ホントノキズナ 」
　終戦の2年後の１９４７年（昭和２２）、まだ戦争の傷跡が日本中のあちこちに残ってい
るとき、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図
書館が力を合わせ、新聞や放送のマスコミも一緒になり、第1回「読書週間」が開かれ
ました。
　それから60年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がり、日本は世界のなかでも
特に「本を読む国民」の国となりました。

読 書 週 間 中 の 展 示

テーマ：「発見しよテーマ：「発見しようう！ 伯耆町のいい所」！ 伯耆町のいい所」
　岸本図書館では、今年取り上げられた伯耆町関連　岸本図書館では、今年取り上げられた伯耆町関連
の新聞記事を11月1日から図書館内で展示します。
　同時に、伯耆町に縁のある本も展示しますので、　同時に、伯耆町に縁のある本も展示しますので、
ぜひ図書館にお立ち寄り下さい。ぜひ図書館にお立ち寄り下さい。

テーマ：「民話の中のふるさと」テーマ：「民話の中のふるさと」
　溝口図書館では、県内で語られている民話に　溝口図書館では、県内で語られている民話に
ついての本を展示をします。
伯耆町の民話もありますので、ぜひ探してみて伯耆町の民話もありますので、ぜひ探してみて
下さい。下さい。

『ふるさとの民話　第六集
  鳥取県西部編』
 酒井董美（著）
 ハーベスト出版

『わくわく！びっくり！
 かんたん手づくり絵本』
 チャイルド本社

二部小学校 2年生 来館
　二部小学校２年生が９月２１日に溝口図書館で国語の授業を行いました。
　『動物のふしぎ』についてブックトークをしたところ、「知らなかった！ そうなん
だぁ」と関心していました。
　その後、授業でつかう本を自分たちで探しました。

　図書館、図書室にある本・雑誌は、町民の皆さんの貴重な財産です。
無断持ち出し、切り取り、書き込みはご遠慮ください。
　また、破れたりした場合はテープなどで貼らず、そのままカウンター　また、破れたりした場合はテープなどで貼らず、そのままカウンター
にお持ちください。

図書館からのお願い
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溝口
図書館

岸本
図書館

第66回 読書週間
2012.10.27～11.9

伯耆町出身
木村研さんの本
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二部・日光公民館

休館日
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　不安を「自己成長」・「受け身」・「評論・
批判」・「職務放棄」と４つのタイプに分
け、それぞれの対処法を分かりやすく説
明。不安なく働くためのコツが紹介され
た、今の時代に必見の一冊です。

『「不安」がなくなる働き方』
坂本章紀/著　フォレスト出版

　西行と鳥羽上皇の中宮・待賢門院璋子
との悲恋を縦糸として、平清盛をはじめ、
後白河法皇、崇徳上皇、源義朝、信西、源
頼朝など、『平家物語』のオールキャスト
が登場する壮大な歴史叙事詩です。

『宿神』
夢枕　獏/著　朝日新聞出版

　雨がふってつぶになり、花や虫にひ
っついてレンズになって大きく見えた
り、さかさまに見えたり。クモの巣にひ
っかかった雨つぶや、雨つぶをのぞく
自分がうつったりと、雨上がりに体験
したくなる親子で楽しめる本です。

『みずたまレンズ』
今森光彦/作　福音館書店

読 書 週 間 中 の 展 示

『ふるさとの民話　第六集
  鳥取県西部編』
 酒井董美（著）
 ハーベスト出版

『わくわく！びっくり！
 かんたん手づくり絵本』
 チャイルド本社

二部小学校 2年生 来館
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