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二部公民館図書室 （ T e l ） 62－7159
岸本図書館　　　 （ T e l ）  6 8－3617
溝口図書館　　　 （ T e l ） 62－0717

日光公民館図書室 （ T e l ）  6 3－0306
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新　着　図　書　情　報
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◆限界捜査 安東 能明/著
◆ガンコロリン 海堂 尊/著
◆雨のなまえ 窪 美澄/著
◆蛇行する月 桜木 紫乃/著
◆偸盗（ちゅうとう）の夜 澤田 ふじ子/著
◆灰色の犬 福澤 徹三/著
◆八重の桜　４巻 山本 むつみ/作
◆村上海賊の娘　上・下 和田 竜/著

《小説》

◆つぎはわたしのばん いもと ようこ/作　絵
◆どろぼうがっこうぜんいんだつごく かこ さとし/作　絵
◆うんこしりとり tupera tupera/著
◆なぞかけときじろう もとした いづみ/作
◆うまれたよ！アリジゴク 安田 守/写真

《児童書》

◆羊毛フェルトでつくるウチのコそっくりかわいい子猫
 佐藤 法雪/著
◆12ケ月のつるし飾り 博多琴路/著
◆楽しく学ぶ独習書道のお手本 中濱 碩堂/著
◆はじめて学ぶ茶の湯 堀内 宗心/指導

《今年も趣味を楽しむ♪》

※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。

《小説》
◆こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川 拓司/著
◆ちいさいおじさん 尾崎 英子/著
◆こちら警視庁美術犯罪捜査班 門井 慶喜/著
◆だから荒野 桐野 夏生/著
◆十津川警部　犯人は京阪宇治線に乗った 西村 京太郎/著
◆潜航せよ 福田 和代/著
◆潮鳴り 葉室 麟/著
◆そして父になる 是枝 裕和/著
◆ハナカマキリの祈り 美輪 和音/著

《寒い冬を乗り切るあったかごはん》
◆今日のスープと煮込み 家の光協会/編
◆からだの不調が消える！腸を温める食事法 松生 恒夫/著
◆全国ご当地即席麺極上アレンジレシピ 宮前 祥子/著
◆毎日冷えとりレシピ 川島 朗/著

《児童書》
◆がんばれ！ルルロロ　ママがおねつ あいはら ひろゆき/文
◆だましえだいく 青山 邦彦/作　絵
◆コキンちゃんとカレーパンマン やなせ たかし/原作
◆センシュちゃんとウオットちゃん 工藤 ノリコ/作
◆ぼく、仮面ライダーになる！ガイム編 のぶみ/作
◆おばけのドレス はせがわ さとみ/作　絵
◆ポコポコドーナッツ さかい さちえ/作
◆つんつくせんせいとまほうのじゅうたん
 たかどの ほうこ/作　絵

　海釣りのなかで人気の「ウキ釣り」。そ
の中でもマキエを使って釣る「ウキフカ
セ釣り」を主に、人気の魚を攻略する解
説が盛り込まれています。
　堤防・釣り公園・磯などに対応できる
多くの仕掛け例が書かれており、初級者
はもちろん、中級者の技術アップにも役
立ちます！

『ウキ釣りのすべて』
ケイエス企画

　日々の細々とした暮らしの発見、季節
の話、忘れられない出会いの思い出、大
好きな本のこと…
　いろんな思いが満載のほのぼのとし
たエッセイ集。

『晴れたり曇ったり』
川上弘美/著
講談社

　鳥取県の宮本愛犬訓練所で訓練を受
けていた、トイプードルのカリンとフー
ガ。優秀な二頭は、嘱託警察犬の試験に
挑戦することになります。きびしい訓練
も、勇気と気合いで乗りこえて、日本初の
トイプードル警察犬が誕生しました。が
んばれ、カリンとフーガ！

『トイプードル警察犬
　　　　　  カリンとフーガ』

中村文人/作　岡本順/絵
佼成出版社
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年末年始休館のお知らせ

※年内の開館は、12月27日(金)までです。
　新年は、溝口・岸本図書館は平成26年1月4日(土)から、
　二部・日光公民館は1月6日（月）から開館します。

12月28日(土)～1月3日(金) 休館日

すてきすてき ルールルールな
　平成25年10月8日、鳥取県で、『鳥取県手話言語条例』が制定されました。今回の条例で、手話を「福祉」
ではなく「言語」として扱う全国で初めての取り組みとなっています。この条例に合わせ、図書館では手話の
本を展示しています。

　手話は言語であると一人一人が認識し、手話をもっと広げるために、みんなが役割
や責務を果たし必要なことを決めて、ろう者とろう者以外の人が暮らしやすい社会に
していきましょう、という条例です。

鳥取県手話言語条例ってなんだろう？

溝口・岸本図書館での展示の様子。ぜひ、ご利用ください♪ ※今後も、手話の本を増やしていく予定です。

溝口図書館では、「えんどうまめ」さんをお招きし“えんどうまめ劇場”を行います！
エレクトーンのやわらかい音色と、ミュージックパネルや歌あそびをお楽しみください。
と　き : 1月26日(日)　10：30～11：30
ところ : 溝口公民館　3階大会議室　

おしらせ

　11月のきないやまつりに合わせ、本のリサイクル市とおはなしのもりスペシャルを岸本図書館で開催しました。
多くの来館をいただき、リサイクル市では、355冊のリサイクル、おはなしのもりスペシャルでは、70人の親子で盛
り上がりました。ありがとうございました♪

リサイクル市・おはなしのもりスペシャルを開催しました！
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