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溝口図書館
Te l　62－0717
Fax　63－0070

二部公民館図書室
Tel・Fax　62－7159

http://www.houki-town.jp/book/

日光公民館図書室
Tel・Fax　63－0306

岸本公民館図書室
Te l　68－3617
Fax　39－8017

　12月18日、溝口図書館でおはなし会を
行いました。この日は12月ということも
あり、クリスマスの絵本を中心にたくさん
のお話を聞きました。
　ライトをおとしてゆっくり絵本の世界に
耳をかたむけることによって、わくわくし
た楽しい時間となりました。
　おはなし会終了後は、クリスマスカード
作り。それぞれ思いのつまった楽しいカー
ドができあがりました。

２月は、鬼の楽しい話
や怖い話、絵本、豆の
話や豆を使った料理な
ど「節分」にまつわる
展示をします。ぜひご
来館ください。

2月の展示

溝 口 図 書 館

二部公民館図書室

《一般》

◆地の果てから　上・下　　　　　　 乃南アサ/著

◆やぶへび　　　　　　　　　　　　 大沢在昌/著

◆つるかめ助産院　　　　　　　　　　小川糸/著

◆鐘　　　　　　　　　　　　　　　内田康夫/著

◆奇跡の教室　　　　　　　　　　　 伊藤氏貴/著

◆澱み　　　　　　　　　　 ヘルタ・ミュラー/著

◆革命アンチエイジング ロナルド・クラッツ/著

◆ＡＬＬ　ＡＢＯＵＴ　釣りの常識 

　　　　　　　　　　　　つり人社書籍編集部/編

◆和菓子のアン　　　　　　　　　　　坂木司/著

《児童》

◆やさしい女の子とやさしいライオン　　 

　　　　　　　　　　　　　　　 ふくだすぐる/著

◆なんのかたち　ふゆ ビーゲン・セン/作

◆うさこちゃんのゆめ　　 

　　　　　　　　　　　 ディック・ブルーナ/さく

◆ききみみずきん いもとようこ/作・絵

◆イトウくん 三木卓/作

◆うさぎくんとはるちゃん　 

　　　　　　　　　　　　 おかだちあき/さく・え

《一般》

◆KAGEROU 齋藤 智裕/著

◆それほんとう？ 松岡 享子/ぶん

◆っぽい ピーター　レイノルズ/ぶん・え

新　着　図　書　情　報

＊その他にも
新着図書が

   入っています。

こざる10ぴきがんばる！
マイケル　グレイニエツ/さく・え　　ポプラ社

バナナがほしいちびっ

ここざる。

1ぴきじゃ届かない。後

から1ぴき、それから3

びき、あとから仲間が

やってきて・・・。足

し算の勉強にもなる楽

しい絵本です。

◆がけっぷちナース　　　　　　　　山内梨香/著

◆乳癌百話　　　　　　　　　　　　南雲吉則/著

◆病院の検査数値早わかりハンドブック

　　　　　　　　　　　　　　　　小橋隆一郎/著

◆大丈夫だよ、がんばろう！　　　　山田邦子/著

◆お母さんは世界一の名医　   　　　西原克成/著

◆生活習慣とすい臓病　　　　　　　伊藤鉄英/著

　溝口図書館では、医療健康情報棚を設置してい

ます。住民の方から、『ガンを中心に、医療・健

康に関する本を購入してほしい』と寄付があり、

新しく設置したものです。

　病気や健康に関する本のほか、闘病記なども取

り揃えています。ぜひご活用ください。

※リクエスト・予約は電話でも受付けできます。

※図書館（室）にない本は、リクエスト・予約

　できます。

※図書館（室）で借りた本は、溝口図書館・

　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。

溝口図書館
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図書
カレンダー 月2 休館日

二部・日光公民館図書室

※岸本公民館は改装のため、休館中です。

　読書は、子どもたちの知識や経験を豊かにし、知的活動を高めるだけでなく、豊かな

情操を育み、将来の生き方について視野を広げるなど、人格形成の上で大きな役割を果

たします。読書を通して身につけられる豊かな心や、自ら問題を発見して解決していこ

うとする力は、変化の激しい現代社会を生きていく上でとても大切なものです。

  町内の各学校でも、読書活動（読み聞かせや朝読など）がさかんに行われています。

その流れを引き継いで、ご家庭でも読書活動に取り組んでみませんか？

　難しいルールはありません。家族で本にふれあうことが大切です。まず、できること

から、取り組んでみましょう。

　鳥取県立図書館では、くらしと仕事に役立つ情報提供をしています。鳥取県立図書館は伯耆町からは遠いで

すが、溝口図書館を通じて、情報収集や図書の貸し出しを受けることができます。　　　　　　　　　　　　

　詳しい情報がほしいと思っている方は、ぜひ、溝口図書館にご相談ください。

図書館が『くらしの安心』と『仕事』をサポートします！

★例えば・・・・・
■多重債務、配偶者からの暴力、悪質商法、境界問
題、セクシャルハラスメント、パワーハラスメン
ト、ストーカー

■介護、相続、年金、健康保険、税金、登記
■交通ルール、著作権法、特許、商標、民法
■裁判員制度、訴訟、判例　など

★例えば・・・・・
■会社を始めたい人、お店を開きたい人
■専門的な知識を求めている人
■就職・転職・資格取得を目指す人　など
※県内の図書館にない資料は、県外の公立図書館や国会
図書館、大学図書館などから借りることもできます。

　私たちの権利や財産は『法律』によって保護されて

います。何かを始めようと思ったとき、トラブルに巻

き込まれたとき、直接関係ないように見えても、法律

が関わっていることが多くあります。

　鳥取県立図書館では、法律に関する必要な情報を探

すお手伝いをしています。

　鳥取県立図書館では、年間３万冊のビジネス関連

の図書を購入されています。経営に関わる図書、農

林水産業、工業、商業に関わる専門図書など、数多

く所蔵されています。

　鳥取県立図書館では、専門的な情報を探すお手伝

いをしています。

○法情報サービス ○ビジネスサポート

ファミリー読書を
はじめましょう★
ファミリー読書を
はじめましょう★

クリスマス★おはなし会クリスマス★おはなし会

そうはいかない
佐野洋子/著　　小学館

母と息子、母と私、見栄

っ張りの女友だち、イタ

リアの女たらし、ニュー

ヨークの日本人夫婦。

自分をも含めたさまざま

な人たちの不思議な会話

や奇妙な行動を見事な物

語に仕上げています。

携帯サイト用蔵書検索
　溝口図書館・各公民館図書

室の蔵書を検索することがで

きます。QRコードを携帯電話

のバーコードリーダーで読み

取ってください。

  医
療健康情報棚    医
療健康情報棚  

文恵文庫
設置しています

ふみ え
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