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《一般書》
◆心はあなたのもとに 村上龍/著
◆タワーリング 福田和代/著
◆三人姉妹殺人事件 赤川次郎/著
◆サムライブルーの料理人 西芳照/著
◆これだけは知っておきたい
　中国人の常識と非常識 大羽りん/著
◆心を整える
　勝利をたぐり寄せるための５６の習慣 長谷部誠/著
◆日本男子 長友佑都/著
◆知っておきたい仏教の常識としきたり
 大法輪閣編集部/編
◆グループホームをはじめよう 草地真/著
◆ふたつの嘘 諸永裕司/著
◆知らないともらえないお金の話 佐佐木由美子/著
◆証拠改竄特捜検事の犯罪 朝日新聞取材班/著
◆ゲゲゲの食卓 武良布枝/著
◆海自レシピお艦の味 海上自衛隊/協力
◆野菜ひとつのレシピ帖 金沢陽子/著
◆原発崩壊想定されていた福島原発事故 明石昇二郎/著
◆グローバルキャリアユニークな自分の見つけ方
 石倉洋子/著
◆１００歳、元気、あたりまえ！ 吉川敏一/著
◆われにやさしき人多かりき 田辺聖子/著
◆できる大人の一筆添える″技術 むらかみかずこ/著
◆子どもを叱らないですむ毎日のルール 牧野由希子/著
◆道楽人生東奔西走 嵐山光三郎/著
◆佐野洋子対談集人生の基本 佐野洋子/著

《児童書》
◆わさお 水稀しま/著
◆きみに出会うとき ステッド・レベッカ/著
◆わたしのおかあさんは世界一びじん ベッキー・ライヤー/著
◆生きものは円柱形 本川達雄/文
◆生きものお宅拝見！ 北村雄一/著
◆トリックアート図鑑ふしぎ絵 北岡明佳/監修
◆トリックアート図鑑だまし絵 北岡明佳/監修
◆正しいパンツのたたみ方新しい家庭科勉強法 南野忠晴/著
◆わたしぜんぜんかわいくない
 クロード・Ｋ・デュボア/作・絵
◆わたしはいまとてもしあわせです 相野谷由岐/絵
◆たくさんのドア ユ・ウテン/絵

《一般書》
◆ナニワ・モンスター 海堂尊/著
◆感染遊戯 誉田哲也/著
◆花の鎖 湊かなえ/著
◆県庁おもてなし課 有川浩/著
◆天摩ゆく空 真保裕一/著
◆灼熱アジア ＮＨＫスペシャル取材班/著
◆空也上人がいた 山田太一/著
◆法然と親鸞 山折哲雄/著
◆時代小説で読む日本史 未國善己/著
◆日本政治史 北岡伸一/著
◆高橋教授の経済超入門 高橋洋一/著
◆利他のすすめ 大山泰弘/著
◆10代の子をもつ親が知っておきたいこと 水島広子/著
◆若者はなぜ「就職」できなくなったのか？ 児美川孝一郎/著
◆「一生太らない体」をつくる食事術 伊達友美/著
◆野菜学入門 相馬暁/著
◆いのちの森の台所 佐藤初音/著
◆死もなくなく、怖れもなく ティク・ナット・ハン/著
◆計算力の基本 鍵本聡/著
◆菜の花エコ事典 藤井絢子/編著
◆巣箱づくりから自然保護へ 飯田知彦/著
◆友だちが来る日のおもてなし みなくちなほこ/著
 
《児童書》
◆ぼくたちとワッフルハート マリア・パル/作
◆フェアリーたちの魔法の夜 あんびるやすこ/作・絵
◆みても、いい？ 磯みゆき/作
◆うずらのうーちゃんの話 かつやかおり/作
◆だんごむしのダディダンダン 沢野ひとし/絵
◆ものしりひいおばあちゃん よこみちけいこ/絵

《一般書》  
◆人生の終いじたく だって気になるじゃない、死んだ後のこと 
 中村メイコ／著
◆デフレの正体　経済は「人口の波」で動く 藻谷浩介／著
◆ワザあり！２３０円家ごはん 中嶋貞治／著

二部公民館図書室

新　着　図　書　情　報 ＊その他にも
新着図書が
   入っています。

※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。

溝口・岸本図書館
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図書
カレンダー 月7 休館日

　図書館では「医療・健康情報棚 闘病記文庫」を
設置し、医療に関する情報を提供しています。   
　コーナーの開設を記念し、子どもたちの健康な
体づくりに関する講演会を開催します。 

　溝口にお住まいの高橋一行さんより、図書館へ１０万円の図書カードのご
寄付をいただきました。
　5月10日（火）に一行さんの代理で、ご家族の方が岸本図書館に来館され、
町内の子どもたちと一緒に贈呈式を行いました。ご寄付を頂いた図書カード
は、高橋さんのご希望で、児童図書の充実のために役立てられます。

寄付をいただきました

正しくスポーツを楽しむために
成長期のスポーツ障害
 講師　榎田　誠　先生
（鳥取大学医学部　運動器学）

7月30日（土） 13：30～15：00と　き

岸本公民館　大会議室ところ

この他にもさまざまな本を取り揃えています。ぜひ、ご来館ください。

　今年の夏休みは色々な材料を使って、ちょっとかわった
小物を作ってみませんか？お部屋のインテリアにもよし、夏
休みの宿題にもよし、家族みんなで楽しく作る工作集を、7
月・8月の2回に分けてご紹介します。次回もお楽しみに！！

ＰＡＲＴ１・溝口図書館おすすめ！！

　身の回りの自然をモチーフとした切り絵で、昆虫の世界を
楽しんでください。コースターやランチョンマットにしたり、
封筒やノートに貼ってみたり、暮らしの中にも活かせます。

今森光彦の魅せる切り紙
今森光彦/著 山と渓谷社

　アンデルセンは、童話作家で有名
ですが、デンマークでは、切り絵作家
としても有名でした。アンデルセンの
作品紹介と、著者のおとぎの切り紙作
品を紹介した本です。

おとぎの国を楽しむ
アンデルセンの切り紙　
太田拓美/著 誠文堂新社

　色・柄・サイズ素材も様々あるレン
ガは、手作りにピッタリの素材。　家
具に足して違った風合いを感じること
もできます。　

タイルとレンガで作る
おしゃれ雑貨＆インテリアに夢中！
福田晋ほか/編 主婦と生活社

　夏のインテリアアイテムのひとつ
「モビール」。色紙を好きな動物や植
物の形に切ってつなげ、涼しさを演
出してください。

北欧の切り紙
デンマークのかわいいモビール
Jens Funder-Nielsen/著 池田書店

　ワイヤーはオブジェや飾るもの、
というイメージがありませんか？ペ
ンチ1本で、誰でも手軽に作れるワ
イヤー雑貨を紹介しています。

暮らしの中で楽しむ
ワイヤー雑貨のつくり方
森永よし子/著 河出書房新社

　身近な草や木の葉ででき、作った作品がそのまま残り、
ちょっとした装飾品にもなる草玩具。自然の色がとてもや
さしいです。

作ろう草玩具
佐藤邦昭/著 築地書房

　「野球肘」や「テニス肘」に代表され

るスポーツ障害は、特に子どもたちの

成長期に大きな影響をあたえていま

す。正しいトレーニングを行うことで、

バランスある心身を育み、心からス

ポーツを楽しむことができます。

　指導者の方から子どもたちまで、ス

ポーツドクターが分かりやすくスポー

ツ障害について講演します。親子お揃

いでぜひお出かけください。

二日間連続で
休館になります。
お気を付けください。

7月31日（日）月末整理日
8月  1日（月）定期休館日

本の返却は返却ボックスをご利用下さい。

お
知
ら
せ

講演会のお知らせ講演会のお知らせ
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　指導者の方から子どもたちまで、ス

ポーツドクターが分かりやすくスポー

ツ障害について講演します。親子お揃

いでぜひお出かけください。

二日間連続で
休館になります。
お気を付けください。

7月31日（日）月末整理日
8月  1日（月）定期休館日

本の返却は返却ボックスをご利用下さい。

お
知
ら
せ

講演会のお知らせ講演会のお知らせ


