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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

新　着　図　書　情　報
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◆三毛猫ホームズの春 赤川 次郎/著
◆杉下右京の密室 碇 卯人/著
◆届け物はまだ手の中に 石持 浅海/著
◆はだかんぼうたち 江國 香織/著
◆鳥取雛送り殺人事件 内田 康夫/著
◆アニバーサリー 窪 美澄/著
◆天皇(みかど)の刺客 澤田 ふじ子/著
◆凍花 斉木 香津/著
◆春風伝 葉室 麟/著
◆99のなみだ・虹 リンダブックス編集部/編著

《小説》

◆中村天風と「六然訓」 合田 周平/著
◆「大丈夫！」は幸せになる魔法の言葉 福田 純子/著

《自己啓発》

◆アクリルフェルトで楽しむ花モチーフのエコたわし
 NHK出版
◆つまみ細工の本 桜居 せいこ/著
◆目からウロコのおさかなレシピ 岳洋社

《手芸・料理》

◆はなかっぱがんばれ!アゲルちゃん あきやま ただし/著
◆うしろのダメラ あきやま ただし/著
◆もったいないばあさんまほうのくにへ 真珠 まりこ/作　絵
◆ぎょうれつのできるケーキやさん ふくざわ ゆみこ/さく

《えほん》

◆迷宮ヶ丘　全５巻 日本児童文学者協会/編
◆ハサミの魔術師とホシノツカイ 岡田 貴久子/作
◆いちねんせいがあるきます! 北川 チハル/作

《じどうしょ》

◆図鑑世界で最も美しい蝶は何か 海野 和男/写真　文
◆長生きしたけりゃ肉は食べるな 若杉 友子/著

《自然科学》

※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。

◆さがして！みつけて！ミニーちゃん 赤坂 行雄/訳　文
◆ねんドル岡田ひとみのはじめてのねんど 岡田 ひとみ/著
◆くうこうではたらくくるま こもり まこと/作
◆どうぶつと魔法の街 高瀬 美恵/作
◆ちんどんやちんたろう チャンキー松本/作

《じどうしょ》

　999ひきのきょうだいシリーズの最新
作。みんなより成長が遅く、池に取り残さ
れたおたまじゃくしに、「おにいちゃ
ん・・・？」と声をかける小さなザリガニ。
おたまじゃくしは、どうなるの・・・？もちろ
ん、最後にあの生き物も登場しますよ♪

『999ひきのきょうだいの
   おとうと』

木村　研/文
村上　康成/絵
チャイルド本社

　予備校のCMで一躍有名になった、
予備校講師・林修先生の著書。今すぐ
やるべき習慣、今すぐにやめるべき
無駄なことを紹介。みなさんも自分
改造にチャレンジしてみませんか？
”いつやるか？今でしょ！”

『いつやるか？今でしょ！
   今すぐできる45の自分改造術！』

林　修/著　宝島社

　日本を文明国に変えるために単身渡
米した襄。会津城で銃を取り最後まで
戦った八重。幕末、新島襄と妻・八重は
それぞれ激動の人生を生きた―やが
てキリスト教精神に基づく大学創設に
結実する、二人の奇跡の出会いとは。

『めぐり逢い
　新島八重回想記』

鳥越碧／著　講談社

平成24年度図書館・図書室 利用・活動状況報告
町内の図書館・図書室の平成24年度の利用・活動状況を報告します。

《小説》
◆正義のセ１～３ 阿川 佐和子/著
◆夢幻花 東野 圭吾/著
◆桜ほうさら 宮部 みゆき/著
◆色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上 春樹/著
◆採薬使佐平次 平谷 美樹/著
◆大迷走 逢坂 剛/著
◆血の轍 相場 英雄/著

○予約 5,213件
○リクエスト 135件
○購入図書冊数 4089冊
○受入新聞数 6誌
○受入雑誌数 54誌

　この度、図書館長を務めさせていただくことになりま
した。「町民のみなさんにとって役立ち、貢献する図書
館づくり」を進めていきます。そのために「汗を流し、フッ
トワークを軽くして、ネットワークでつながる図書館長」
として努力したいと思います。よろしくお願いします。

伯耆町立溝口図書館・岸本図書館
館長　池嶋順子

はじめまして館長ですはじめまして館長です
　溝口にお住まいの高橋一行様
より、図書館へ10万円の図書カー
ドの寄付をいただきました。児童
図書の充実に役立てて欲しいと
のご希望により児童書の購入に
活用させていただきます。

寄付をいただきました

館内展示（随時）、図書定例会（月１回）の実施

図書館職員研修会

読書週間

町教育振興会
図書館教育部会

レファレンス研修・ブックトーク研修

【溝口】民話の中のふるさと

【岸本】発見しよう！伯耆町のいい所

子ども読書週間

ブックスタート

事業名 内　容

ブックセカンド子育て
支援

学校
支援

読書
推進

研修

その他

出前おはなし会

団体貸出

おはなし会

職場体験

図書館見学

おはなし会

絵本ひろば・
赤ちゃんおはなし会・
ブックトーク

【溝口】日本の素晴らしい技術・力

【岸本】宮沢賢治を読もう

岸本・二部・日光・八郷小学校児童来館

きないや祭にて実施

岸本・溝口・二部・日光小学校で実施

岸本・溝口中学校生徒・
日野高等学校生徒受入れ

子育て支援センター、
子育てサークルで実施

各小中学校
（調べ学習・学級文庫・読書案内）

町内全保育所で実施

毎月１回７ヵ月健診で絵本をプレゼント

３歳児に絵本プレゼント・図書館紹介

保育所・小中学校・
町立図書館の連絡会

1位　ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾/著 43回
2位　舟を編む 三浦 しをん/著 40回
3位　麒麟の翼 東野 圭吾/著 38回
4位　真夏の方程式 東野 圭吾/著 37回
4位　謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉/著 37回
6位　ONE PIECE　55巻 尾田 栄一郎/著 36回
7位　謎解きはディナーのあとで　2 東川 篤哉/著 35回
8位　県庁おもてなし課 有川 浩/著 34回
9位　贖罪 湊 かなえ/著 31回
9位　手作りが心地いいナチュラルインテリア 主婦の友社 31回
9位　虚像の道化師 東野 圭吾/著 31回
9位　ONE PIECE　62巻 尾田 栄一郎/著 31回

順位 書名 著者 貸出回数
一般書

1位　あっちゃんあがつく みね よう/原案 37回
2位　冒険!発見!大迷路魔法の学校 原 裕朗/作　絵 32回
2位　ミッケ！　５ ウォルター・ウィック/写真 32回
4位　かいけつゾロリカレーvs.ちょうのうりょく 原 ゆたか/作　絵 31回
5位　ぼく、仮面ライダーになる! のぶみ/作 29回
5位　となりのトトロ 宮崎 駿/原作 29回
5位　へんしんオバケ あきやま ただし/作　絵 29回
8位　名探偵コナン理科ファイル人のからだの秘密 青山 剛昌/原作 28回
9位　かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 原 ゆたか/作　絵 27回
9位　バムとケロのもりのこや 島田 ゆか/作 絵 27回

順位 書名 著者 貸出回数
児童書

24年度貸出ランキング24年度貸出ランキング

一般
35,729

児童
23,004

郷土
2,446

雑誌
1,900

AV
154

合計
63,233

○資料区分別蔵書冊数

県立図書館　　　1,245冊
その他の図書館　　444冊

○相互貸借
（うち児童書貸出冊数　27,981冊）
（うち団体貸出　　　　  7,873冊）

65,819冊○貸出冊数

（うち児童数　　　　　 5,265人）
（うち団体数　　　　  1,011団体）

20,690人○利用者数

伯耆町出身
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9位　かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 原 ゆたか/作　絵 27回
9位　バムとケロのもりのこや 島田 ゆか/作 絵 27回

順位 書名 著者 貸出回数
児童書

24年度貸出ランキング24年度貸出ランキング

一般
35,729

児童
23,004

郷土
2,446

雑誌
1,900

AV
154

合計
63,233

○資料区分別蔵書冊数

県立図書館　　　1,245冊
その他の図書館　　444冊

○相互貸借
（うち児童書貸出冊数　27,981冊）
（うち団体貸出　　　　  7,873冊）

65,819冊○貸出冊数

（うち児童数　　　　　 5,265人）
（うち団体数　　　　  1,011団体）

20,690人○利用者数

伯耆町出身


