
2 0 1 1 年 4 月

13 12

◆おつかいまなんかじゃありません 柏葉 幸子/作
◆アッチとドララちゃんのカレーライス 角野 栄子/作
◆いちねんせいがうたいます! 北川 チハル/作
◆ちょっとだけタイムスリップ 花田 鳩子/作

《よみもの》

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
溝 口 図 書 館 岸 本 図 書 館

新　着　図　書　情　報

月10

◆空飛ぶ広報室 有川 浩/著
◆もらい泣き 沖方 丁/著
◆確証 今野 敏/著
◆鴉浄土 澤田 ふじ子/著
◆ラスト・コード 堂場 瞬一/著
◆神様のカルテ　３ 夏川 草介/著
◆千鳥舞う 葉室 麟/著
◆虚像の道化師 東野 圭吾/著
◆白ゆき姫殺人事件 湊 かなえ/著
◆ひらいて 綿矢 りさ/著

《小説》

◆子育てハッピーアドバイスようこそ初孫の巻 明橋 大二/著
◆うちの子、言葉が遅いかな？ 金子 保/著
◆０歳の赤ちゃんの気持ちがわかる本 小西 行郎/監修

《子育て》 

《えほん》
◆はなかっぱそっくりでびっくり あきやま ただし/著
◆おひげおひげ 内田 麟太郎/作
◆くるくるさんぽ 梅田 俊作/さく
◆１０５にんのすてきなしごと カーラ・カスキン/文
◆いろんなこそだてずかん 平田 昌広/作

◆東京プリズン 赤坂 真理/著
◆松竹梅 戌井 昭人/著
◆残穢 小野 不由美/著
◆来たれ、野球部 鹿島田 真希/著
◆回廊封鎖 佐々木 譲/著
◆キシャツー 小路 幸也/著
◆カラマーゾフの妹 高野 史緒/著
◆静おばあちゃんにおまかせ 中山 七里/著

《小説》

◆絵とき金子さんちの有機家庭菜園 金子 美登/著
◆観葉植物と暮らす NHK出版/編
◆365日の寄せ植えスタイル　春・夏シーズン 黒田 健太郎/著
◆花と野菜の病害虫対策 ブティック社
◆日本の樹木 林 弥栄/編　解説

《園芸・農業》

※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。

二 部 公 民 館 図 書 室

◆転がる空に雨は降らない 小野寺 史宜/著
◆敗れざる者たち 沢木 耕太郎/著
◆全身がん政治家 与謝野 馨/著

《文学》

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

伯耆町成人式伯耆町成人式伯耆町成人式

おはなしコンサート
９月１日（土）

溝 口 中 学 校
職場体験 8月7日（火）～

8月9日（木）

8月15日（水）

貸出・返却作業
間違えのないように、しっかり画面を
確認します。

秋にぴったりな絵本『だんまりこおろぎ』の
よみきかせをしてもらいました。

大型絵本『しりとりのだいすきなおうさま』
しりとりが楽しい絵本です。

音楽紙芝居『ももたろう』お客さんも一緒に
歌や掛け声を出しながら楽しみました。

新成人におすすめの24冊の本

二部保育所おはなし会
二人でいっしょに大型紙芝居を
読みました。

おすすめ本棚
自分のおすすめする本を選び、
展示・紹介を行いました。

　溝口中学校の2年生・2名が3日間、溝口図書館で職場体験を
行いました。
　初めて触れることで戸惑う場面も多かったと思いますが、こ
の体験を通して、働くことの意味や大切さ、将来について考え
てもらえたらと思います。
　3日間、お疲れさまでした。

　平成24年度伯耆町成人式が開催されました。
　図書館からは「2012年　図書館からのおすすめの本」と題して、
成人を迎えるにあたり読んでもらいたい本の展示を行いました。
　進学・就職など、新たな一歩を踏み出すときに本と共に…。
　ご成人、おめでとうございます。

　岸本公民館　大会議室にて、おはなしコンサートを開催しました。
　よみきかせボランティア「おはなしのもり」と、「Sut.Jr合唱団」の皆
さんに出演していただきました。
　秋にちなんだ、お月さまやこおろぎの絵本の読み聞かせや歌、紙
芝居などを、会場に集まった皆で楽しみました。

いろいろな本が
たくさんあり、

これから読んでみたいと
思いました。
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二部・日光公民館

休館日

◆空飛ぶ広報室 有川 浩/著
◆もらい泣き 沖方 丁/著
◆確証 今野 敏/著
◆鴉浄土 澤田 ふじ子/著
◆ラスト・コード 堂場 瞬一/著
◆神様のカルテ　３ 夏川 草介/著
◆千鳥舞う 葉室 麟/著
◆虚像の道化師 東野 圭吾/著
◆白ゆき姫殺人事件 湊 かなえ/著
◆ひらいて 綿矢 りさ/著
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◆うちの子、言葉が遅いかな？ 金子 保/著
◆０歳の赤ちゃんの気持ちがわかる本 小西 行郎/監修

《子育て》 

《えほん》
◆はなかっぱそっくりでびっくり あきやま ただし/著
◆おひげおひげ 内田 麟太郎/作
◆くるくるさんぽ 梅田 俊作/さく
◆１０５にんのすてきなしごと カーラ・カスキン/文
◆いろんなこそだてずかん 平田 昌広/作

◆東京プリズン 赤坂 真理/著
◆松竹梅 戌井 昭人/著
◆残穢 小野 不由美/著
◆来たれ、野球部 鹿島田 真希/著
◆回廊封鎖 佐々木 譲/著
◆キシャツー 小路 幸也/著
◆カラマーゾフの妹 高野 史緒/著
◆静おばあちゃんにおまかせ 中山 七里/著

《小説》

◆絵とき金子さんちの有機家庭菜園 金子 美登/著
◆観葉植物と暮らす NHK出版/編
◆365日の寄せ植えスタイル　春・夏シーズン 黒田 健太郎/著
◆花と野菜の病害虫対策 ブティック社
◆日本の樹木 林 弥栄/編　解説

《園芸・農業》

※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
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　チマキとノリマキの猫兄弟が住む宝来
家での日々をチマキの視点から描いた作
品です。おいしそうな料理とかわいらしい
猫がたくさん登場する、ほのぼのとした
物語です。

『チマチマ記』
長野 まゆみ/著　講談社

９月から２月まで、秋冬に楽しむことがで
きる草花を使った寄せ植えが豊富に紹介
されています。
これからの季節の寄せ植え作りにぴった
りの一冊です。

『365日の寄せ植えスタイル
　秋・冬シーズン』

黒田健太郎/著　グラフィック社

日本でもっとも有名なホテルである帝国
ホテル。日本一の満足を追求する配慮、
おもてなしが紹介されています。日本人
の美徳とされてきたおもてなしの心を考
えるきっかけとなります。

『帝国ホテル
　お客さまが感謝する理由』

国友 隆一/著　経済界

　子育て・教育界で活躍中のスペシャリ
スト２２名が子育ての特別講義をしてい
ます。のびのび、いきいき育つため、親が
１０歳までの子どもにしてあげたいこと
が詰まった１冊です。 

『10歳までの子育ての教科書』
アスコム/編　アスコム
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