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◆こころを看取る 押川 真喜子/著
◆闘病記専門書店の店主が、がんになって考えたこと 

星野 史雄/著
◆がん-命を託せる名医 家庭画報/編
◆加齢臭読本 奈良 巧/著
◆おやじダイエット部の奇跡 桐山 秀樹/著

《自然科学》

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12

◆汚れちまった道 内田 康夫/著
◆若桜鉄道うぐいす駅 門井 慶喜/著
◆その暁のぬるさ 鹿島田 真希/著
◆デッドマン 河合 莞爾/著
◆マティーニに懺悔を 今野 敏/著
◆つむじダブル 小路 幸也/著
◆火山のふもとで 松家 仁之/著
◆ソロモンの偽証　上・中・下 宮部 みゆき/著

《小説》

◆花束作り基礎レッスン 橋口 学/著
◆図説イスラーム庭園 フェアチャイルド　ラッグルズ/著
◆新・買ってはいけない　９ 渡辺 雄二/著
◆みんなの機内食 Rikiya/著

《園芸・運輸》

《児童書》
◆500円玉の旅 泉 美智子/著
◆世界の危険生物 学研教育出版
◆かなと花ちゃん 富安 陽子/作
◆ゴリラ マイケル・ニコルズ/著
◆オズのチクタク ライマン・フランク・ボーム/著

◆蛙鳴 莫言/著
◆彷徨い人 天野 節子/著
◆神渡し 犬飼 六岐/著
◆犬とハモニカ 江國 香織/著
◆鉄のあけぼの　上・下 黒木 亮/著
◆翔べよ源内 小中 陽太郎/著
◆修羅の宴 楡 周平/著
◆この君なくば 葉室 麟/著
◆禁断の魔術 東野 圭吾/著
◆南十字星の誓い 森村 誠一/著

《小説》

◆ウィッツィー、きのうえにようこそ! 
スージー　スパッフォード/作

◆オムライス・ヘイ! 武田 美穂/作
◆もりのおふろやさん とよた かずひこ/作
◆どんぐりむらのおまわりさん なかや みわ/作
◆りんご畑の12か月 松本 猛/文
◆さんまいのおふだ 千葉 幹夫/文
◆ばけばけはっぱ 藤本 ともひこ/著
◆でんしゃはっしゃしまーす まつおか たつひで/作

《絵本》

※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。

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

12月25日はクリスマスです♪
みんなで楽しんだあとは、
本を開いてのんびりするのも
いいですね。

クリスマス
～ 心 に 残 る １ 冊 ～

☆クリスマスのふしぎなはこ 斉藤俊行/著　福音館書店
☆サンタクロースっているんでしょうか？ フランシス・Ｐ・チャーチ/著　偕成社
☆シカゴよりとんでもない町 リチャード・ペック/著　東京創元社
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　今年は、スカイツリーの完成、金環日食にはじまり、イギリスでオリンピックが開催さ
れ、たくさんの感動をよび、10月には、山中医学博士がノーベル賞を受賞されました。
　そんな2012年も残すところ1ヶ月です。今年も、皆さまに多くのご利用をいただき、
ありがとうございます。来年も、宜しくお願い致します。

2012年の思い出

3月17日～25
日に鳥取市立用
瀬図書館から資
料をお借りし、
流し雛展をおこ
ないました。

用瀬流し雛蔵書コレクション展
7月に日本をス
タートして各国
をめぐり、10月
に日本に到着し
ました♪

世界一周旅行

岸本公民館で、おは
なしコンサートを行
いました。「おはなし
のもり」と「SUT.Jr
合唱団」の皆さんに
よる読み聞かせや
歌を楽しみました。

おはなしコンサート
10月に、八郷
小学校の2年生
が図書館見学。
最後に、自分で
選んだ本を借り
ました。

図書館見学(八郷小学校2年生)

利用者の方に本
を見てもらいや
すくするため、
手に取りやすい
レイアウトを考
えました。

図書室のレイアウト
新しい本を分か
りやすく展示し
ました。
ぜひ、手にとって
ご覧ください。

図書コーナーの展示

図書館・図書室のあんなこと、こんなこと 
２０１２年の図書館・図書室での取り組みの主なものを皆さんへご報告いたします。
溝
口
図
書
館

岸
本
図
書
館

二部公民館図書室 日光公民館図書室

この他にも

クリスマス関連の

本がありますので、

ぜひご利用ください。

新しい本が７０冊入りました！
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二部・日光公民館

休館日
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◆修羅の宴 楡 周平/著
◆この君なくば 葉室 麟/著
◆禁断の魔術 東野 圭吾/著
◆南十字星の誓い 森村 誠一/著

《小説》

◆ウィッツィー、きのうえにようこそ! 
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◆オムライス・ヘイ! 武田 美穂/作
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◆どんぐりむらのおまわりさん なかや みわ/作
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◆でんしゃはっしゃしまーす まつおか たつひで/作

《絵本》

※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・
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アフリカ生まれのアンナの周りには、パパ
とカナダ人のママとふたごの弟とたくさ
んの親せきがいて、毎日いとこと遊んだ
り、おしゃべりをして楽しく暮らしていま
す。そんなアンナの生活があたたかく描
かれています。

『アンナのうちは
　いつもにぎやか』
アティヌーケ/著　徳間書店

＊その他にも
新着図書が
   入っています。

東京で暮らす主婦志乃子が50歳の誕生
日を迎えた日、喫茶店で茶碗を手に入れ
る。この茶碗を通して志乃子は、骨董の世
界に入り出会いや、友情を通して人生の
喜びを知る。人生の再発見・希望にあふ
れた長編小説です。

『水のかたち　上』
宮本輝/著　集英社

ノーベル賞を受賞された山中伸弥さん
の自伝です。ＩＰＳ細胞については勿
論、著者がどんな人物なのか、どんな風
に人生を歩んできたのかを、しっかり知
ることができる一冊です。とても読みやす
い構成になっているので、学生さんにも
おすすめです。

『山中伸弥先生に、
　人生とiPS細胞について
　聞いてみた』

山中伸弥/著　講談社

クリスマス
～ 心 に 残 る １ 冊 ～
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