
2 0 1 1 年 4 月

13 12

http://www.houki-town.jp/book/ホームページ

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
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◆ばくりや 乾ルカ/著
◆金米糖の降るところ 江国香織/著
◆人生教習所 垣根亮介/著
◆恋愛検定 桂望実/著
◆虚像 上・下 高杉良/著
◆プリズム 百田尚樹/著
◆獅子頭（シーズトォ） 楊逸/著

◆てぶくろチンクタンク きもとももこ/さく
◆ポインセチアはまほうの花
 ジョアンヌ・オッペンハイム/文
◆願いごとのえほん ローズアン・ソング/文

《小説》
◆漁港の肉子ちゃん 西加奈子/著
◆黄金の太刀 山本兼一/著

《えほん》
◆ばすくんのくりすます みゆきりか/さく
◆くすのきだんちのコンサート 武鹿悦子/作

二部公民館図書室

《農業》
◆家庭でできるキノコつくり 農文協
◆アスパラガスの作業便利帳 農文協

《生活環境》
◆わが家も太陽光発電 勝又ひろし/著
◆震災に強い家 日経ホームビルダー/編

日光公民館図書室

新　着　図　書　情　報 ＊その他にも
新着図書が
   入っています。

月12

『春を恨んだりはしない』
池澤夏樹/著　中央公論新社

　東日本大震災被災地を見て感じ
考えた事をまとめたルポルタージ
ュです。被災者の心、政治の役割な
ど半年が過ぎた今、改めて震災と
どう向き合うべきか示しています。

《小説》

◆手編みであったか毛糸の座布団 リトルバード/編
◆かぎ針あみだから可愛い！ベビーニット 川路ゆみこ/著
◆ソックスとレッグウォーマー　はじめてのレッスン  
 主婦と生活社/編

《編み物》

《小説》
◆平成猿蟹合戦 吉田修一/著
◆白い鴉 新堂冬樹/著
◆笑い三年、泣き三月 木内昇/著
◆任侠病院 今野敏/著
◆母さんのコロッケ 喜多川秦/著
◆鼠、夜に儲ける 赤川次郎/著
◆舟を編む 三浦しをん/著
◆涅槃の雪 西條奈加/著
◆こいわすれ 畠中恵/著

《旅行・ガイドブック》
◆船越英一郎の京都案内 船越英一郎/著
◆観光コースでない広島 澤野重男〔他〕/著
◆日本ジオパーク見る・食べる・学ぶ 尾池和夫〔他〕/著
◆日本ふしぎ絶景ベスト50 渋川育由/編
◆日本ふしぎワンダーランド50 渋川育由/編
◆安くて良い公共の宿’12 関西昭文社
◆JAFルートマップ全日本[2011] 日本自動車連盟/監修

《絵本》
◆ゆきがふるよ、ムーミントロール トーベ・ヤンソン/原作・絵
◆いのちのふね 鈴木まもる/作
◆まなちゃん 森田雪香/作
◆カンジーさん 長谷川　義史

《絵本》

　平成２３年は大雪とともに新しい年を迎えました。３月、
例年のように桜前線が日本列島にさしかかり穏やかな春が
やってくると誰もが思っていました。

　今年は、東日本大震災の深い悲しみを胸にきざむ鎮魂
と、強い絆を取り戻し、復興への希望を繋ぐ年となりました。

　震災後、出版業界も震災に関
した書籍を多く出版しました。
　報道写真集や震災の記録、原
子力発電所の是非や事故の検
証、放射能汚染について、経済
も含めた復興策や日本国として
の方向性など、様々なジャンル
から出版されています。
　町民の方々への正しい情報
提供として、広く収集しています
ので、ぜひご利用ください。 

　岸本公民館図書室が、今年の４月から伯耆町岸本図書館としてリニューアルしました。
　蔵書数の増加や、県内の公共図書館との相互貸借による資料提供の拡大、専門的な
サービスなど多くの改善を行いました。
　伯耆町立図書館２館を中心に、二部公民館図書室・日光公民館図書室を含めた図書
館網の連携が充実し、より一層利用者のニーズに応える環境が整いました。

　図書館の様々な行事やイベントに、今年
も図書館応援団として地域の方々のご協力
を頂きました。
　図書館は、「利用者の方々によって育てら
れている」と言っても過言ではありません。
皆さんも図書館応援団になって、伯耆町立
図書館を成長させて下さい。
　絵本の読み聞かせや本の整理などの図
書館ボランティアを募集しています。詳しく
は、各図書館までお問い合わせください。

震災に関する本をまとめた
書架を設置しました。
（岸本図書館）
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今年のの図書 館

図書館の
サービスが
向上しました。

地域の方に
支えられています。

公民館図書室から
図書館になりました

工作教室でおなじみ木村研さん

読み聞かせ
ボランティア
里藤知子さん

読み聞かせ
ボランティア
グループ
おはなしのもり

展示にも
力を入れています

手に取りやすい配架を
こころがけました

本が見つけやすく
なりました

日光公民館
図書室

二部公民館
図書室溝口図書館岸本図書館
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《絵本》

トナカイに乗ったサンタクロースのイメージ
はムーアの詩がルーツと言われています。
訳と絵をあらたに、くつしたサイズのたて長
絵本です。

『クリスマスの まえの よる』
クレメント・クラーク・ムーア/詩
主婦の友社

人気のかぎ針編みの中からクリスマスや
冬パターンの物を集めて紹介していま
す。モチーフはすべてオーナメントとして
も使えます。クリスマスのインテリアとし
ていかがでしょうか。

『はじめてのかぎ針編み１年中使える
　クリスマス＆ウィンターパターン100』

アップルミンツ発行

童画家 杉田幸子さんが心温まるクリスマ
スの風景を描きました。やさしい絵と言葉
でつづられ、クリスマスが待ち遠しくなる
絵本です。

『クリスマスのおとずれ』 
すぎたさちこ/絵
ドン・ボスコ社  
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