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休館日

◆ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸潤/著
◆ブラック・アゲート 上田早夕里/著
◆晴天の迷いクジラ 窪美澄/著
◆朱龍哭く 西條奈加/著
◆フラミンゴの村 澤西祐典/著
◆再会の街 藤田宜永/著
◆あなたの本 誉田哲也/著
◆勝負（ガチ）！ 矢野隆/著
◆途方もなく霧は流れる 唯川恵/著

《小説》
◆ヘルたん 愛川晶/著
◆少女は卒業しない 朝井リョウ/著
◆交霊会の夜 浅田次郎/著
◆きなりの雲 石田千/著
◆秋田さんの卵 伊藤たかみ/著
◆荻窪シェアハウス小助川 小路幸也/著
◆哀しみの星 新堂冬樹/著
◆散り椿 葉室麟/著

《小説》

◆上野先生、勝手に死なれちゃ困ります 上野千鶴子/著
◆学ばないこと・学ぶこと 鈴木眞理/著
◆ソーシャルデザイン グリーンズ/編
◆聞く力 阿川佐和子/著

《社会・教育》

日光公民館図書室

◆おさかな付き合い 宮倉誠/著
◆息づく左官職人の技 鏝絵なまこ壁文化推進協議会/編
◆鳥取県西部人物伝 加藤哲英/絵
◆鳥取県まるごと読本 鳥取県/企画・編

《郷土》

◆驚くべき雲の科学 リチャード・ハンブリン/解説
◆緊急警告いま注意すべき大地震 木村政昭/著
◆日本列島いきものたちの物語 岩合光昭/写真

《自然科学》

◆10分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語
　幕末維新編 河合敦/監修
◆日本と世界の歴史対比辞典 関真興/監修
◆夢を追う人 星野道夫/著
◆はるをさがしに 七尾純/文
◆放射能になんか、まけないぞ！ 坂内智之/文
◆聖書物語 Ｆ・ホフマン/絵

《児童書》

◆あやとユキ いながきふさこ/作
◆うみのそこのてんし 松宮敬治/作

《えほん》

※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。

今、話題の塩麹レシピを紹介しています。
塩麹の仕込み方から、塩麹を使った食材の
漬け込み方などの基本が書かれており、こ
れから作ってみようと思う方にとても役に
立つ一冊です。

『毎日がたのしくなる塩麹のおかず』
おのみさ/著　池田書店

◆ビッケと空とぶバイキング船 ルーネル・ヨンソン/作
◆ビッケと弓矢の贈りもの ルーネル・ヨンソン/作
◆二年間の休暇（上下巻） ジュール・ヴェルヌ/作

小さな黒ネコのジェニーが、飼い主や友だ
ちのネコに見守られながら成長していく姿
を描いた物語です。作者が飼いネコをモデ
ルにして描いたイラストも目をひかれます。

『ジェニーとキャットクラブ』
エスター・アベリル/著・絵
松岡享子・張替惠子/訳    福音館書店

《ものがたり》

『宇宙の地図 』
観山正見/著　朝日新聞出版

地球から宇宙の果てまでひと目でわ
かる「宇宙の地図」です。簡潔ながら深
い解説がついているので、ページをめ
くるうちに本質的な宇宙の知識が身
につきます。

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

宇宙の技術力の中から、ロケッ
ト技術、人工衛星の技術、天体
観測技術を解説。惑星探査や世
界で活躍する日本人についても
紹介しています。 

『世界にはばたく日本力
　日本の宇宙技術』

こどもくらぶ/編さん
ほるぷ出版

　東日本大震災により、大きな打撃を受けた日本社会です
が、復興に向けて、日本の成長を支えてきたモノ作りに目
が向けられています。
　日本の技術力は世界でも高い評価を受けています。昔か
ら根付いている伝統技術・世界に誇れる最新技術…。関連
図書を展示します。

テーマ 
「日本の素晴らしい技術・力」

溝口図書館

賢治は多くの作品で「ほんとう
のしあわせ」について語ってい
ます。その考えを貫きとおした
生涯を描く物語です。

『宮沢賢治　本当のさいわいを
　ねがった童話作家』

西本鶏介/文　黒井健/絵
ミネルヴァ書房

　東北出身の宮沢賢治は故郷をこよなく愛し、イーハトー
ブと、名づけました。
　生前は無名に近い存在でしたが、死後、その独特の世界
観により、名前が知られるようになった童話作家です。
岸本図書館では絵本・紙芝居など宮沢賢治作品を展示しま
す。宮沢賢治の世界を感じてください。

テーマ 
「宮沢賢治を読もう」

岸本図書館

注目の本

「君と未来をつなぐ本」こどもの読書週間
2012・第54回

　4月23日からこどもの読書週間が始まりました。

　小さい時から本を読む楽しさを知っていることは、こどもが大きくなるためにとても

大切なことです。

　「こどもの読書週間」は、大人が子どもに本を手渡す週間でもあります。 

図書館では「こどもの読書週間」にあわせ、展示を行います。

溝口図書館では「おはなしグループだくちる」さんをお招きして、お話会を行います。
と　き　５月１２日（土）　１４：００～１５：００
ところ　溝口公民館　２階　中会議室

４/２３～５/１２

cccccccccccccccccccccccccccc

用瀬流し雛蔵書コレクション展を行いました！

流し雛で全国的にも有名な鳥取市用瀬。
鳥取市立用瀬図書館から資料をお借りし、流し雛展を行いました。
用瀬は、少々遠いこともあり、実際に流し雛を目にする機会は少ないのでは
ないでしょうか？
手にとって見られる方も大勢おられ、楽しんでいただけたようです。

3月17日～3月25日　溝口図書館
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