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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

図書 つうしん
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館

新　着　図　書　情　報

溝口・岸本図書館
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二部・日光公民館

《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。

《小説》
◆穴 小山田 浩子/著

◆その峰の彼方 笹本 稜平/著

◆デッド・オア・アライヴ 薬丸岳/ほか著

◆彼が通る不思議なコースを私も 白石 一文/著

◆冬虫夏草 梨木 香歩/著

◆砂漠ダンス 山下 澄人/著

◆ビブリア古書堂の事件手帖　5 三上 延/著

《社会のいろいろ》
◆思わず話したくなるロゴの秘密 高橋書店編集部/編

◆120時間で31億稼ぐ男の超話（プレゼン）力 兼子 ただし/著

◆迷惑メール、返事をしたらこうなった。 多田 文明/著

◆「仕事が速い人」と「仕事が遅い人」の習慣 山本 憲明/著

◆すぐに役立つ366日記念日事典 加瀬 清志/著

◆お母さんのための子供のデジタルマナーとしつけ

 中元 千鶴/著

　二代目教祖の継承問題で揺れ
る“惟霊講会”。信者の失踪事件を
追う主人公は、小冊子「しあわせ
の書」に出会うのです。
※マジシャンでもある著者が、試み
た企てを、どうか未読の方に明か
さないでください・・・。

『しあわせの書
   探偵ヨギガンジーの心霊術』

泡坂 妻夫/著
新潮文庫刊

　故郷へこめた想いを、町の風景
と温もりのある詩で書かれていま
す。故郷の懐かしさや親しみが伝
わる一冊です。

『 みどり かがやく
      ～わたしのふるさとの詩～ 』

亀山 真也/詩・絵

zxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxz

◆ハーブのティーパーティー あんびる やすこ/作　絵

◆バラの城のゆうれい 斉藤 洋/作

◆たまたま・たまちゃん 服部 千春/作

◆いくらなんでもいくらくん シゲタ サヤカ/著

◆くまくまパン 西村 敏雄/作

《児童》

《郷土》

◆世界の橋大研究 三浦 基弘/監修

◆エコ手芸でお店屋さん　ビーズのアクセサリー屋さんほか

 寺西 恵里子/作

◆エコ手芸でお店屋さん　ねんどのケーキ屋さんほか

 寺西 恵里子/作

◆エコ手芸でお店屋さん　フェルトのお花屋さんほか

 寺西 恵里子/作

◆くしカツさんちはまんいんです 岡田 よしたか/作

　幼児期から小学校低学年のうち
に触れておきたい言葉をテーマ別
に掲載。なぞなぞ、しりとり、俳句、
回文など、楽しめる一冊です。

『にほんごだいすき！
    ことばの図鑑』

青木 伸生/監修
チャイルド本社

《児童》

◆出雲王のみささぎ 桑原 水菜/著

◆旅者の歌 小路 幸也/著

◆ペテロの葬列 宮部 みゆき/著

◆うぶすな参り 佐伯 泰英/著

伯耆町のケーブルテレビで放送している「とっておき本棚」をご存知ですか？
図書館・図書室のおすすめの本、イベントの紹介をしています。
今年度、番組内で紹介された本を紹介します。 ※この他にもあります。

１月２６日溝口公民館で、２人組の“えんどうまめ”さんによる
うたあそびやミュージックパネルを楽しみました。
85名の親子に参加して頂きました。

ミュージックパネル

うたあそび

えんどうまめさん

『これならできる獣害対策』
井上　雅央/著　　農文協

『花も実のある
 よくばり緑のカーテン』
サカタのタネ「緑のカーテン」
普及チーム/著　　農文協

『はじめる星座ウォッチング』
藤井旭/著
ソフトバンククリエイティブ

『どんぐりちゃん』
アン・ドヒョン/著　イ・ヘリ/絵
ゲ・イル/訳　　金の環会

『人生はニャンとかなる！』
水野敬也/著　長沼直樹/著　　文響社

『人生はワンチャンス！ 「仕事」も
「遊び」も楽しくなる65の方法』
水野敬也/著　長沼直樹/著　　文響社

『本を読んだ人だけが
どんな時代も生き抜くことができる』
千田琢哉/著　宝島社

『教えてゲッチョ先生！
  雑木林は不思議な世界』
盛口満/著　　山と渓谷社

『森の妖精たち
  木の実のクラフト』
薬師寺宏史/著　　東京図書出版会

『おむすびさんちのたうえのひ』
かがくいひろし/作　　ＰＨＰ研究所

『アリゲール  デパートではたらく』
植垣歩子/著　　ブロンズ新社

『まんまるおつきさまを
  おいかけて』
ケビン・ヘンクス/作　　福音館書店

「農業に関するおすすめ本」
日光公民館　図書室

「人生についてちょっとだけ考えさせられる本」
岸本図書館

「自然に関する本」
溝口図書館

「家族で楽しめる本」
二部公民館　図書室

えんどうまめ劇場 開催

伯耆町大原
出身

おおばら
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