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◆生存者ゼロ 安生 正/著
◆冬芽の人 大沢 在昌/著
◆溝鼠 最終章 新堂 冬樹/著
◆冬の旅 辻原 登/著
◆いつまでもショパン 中山 七里/著
◆孤独な放火魔 夏樹 静子/著
◆いちばん長い夜に 乃南 アサ/著

《小説》

◆コンビニと日本人 加藤 直美/著
◆西日本鉄道 広岡 友紀/著

《商業・運輸》

◆全国ご当地キャラ大図鑑「全国ご当地キャラ大図鑑」 制作委員会/著
◆今、引き継ぐ農家の技術・暮らしの知恵 農文協/編
◆知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木 武/著
◆スモモの作業便利帳 小川 孝郎/著
◆レベルアップのアスパラガス栽培 重松 武/著
◆タマネギの作業便利帳 大西 忠男/著
◆藤田智の野菜づくり大全 藤田 智/監修
◆ブロッコリー・カリフラワーの作業便利帳 藤目 幸擴/著

《産業・農業》

◆かわいいハムスターの育て方 岡野 祐士/監修
◆はじめてのうさぎ飼い方・育て方 岡野 祐士/監修
◆写真でわかるかわいい は虫類・両生類の飼い方 川添 宣広/編著

《飼育》

◆あたまにかきのき 唯野 元弘/文
◆いろいろいちご 山岡 ひかる/作
◆木のまつり 新美 南吉/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。

◆たいこうちたろう 庄司 三智子/作
◆このあかいえほんをひらいたら ジェシー・クラウスマイヤー/文
◆富士山うたごよみ 俵 万智/短歌　文

《児童書》

◆しっかり死ぬということ ひろ さちや/著
《自然科学》

100人のパッケージデザイナーが自
分の想う「祝い」を作品にしています。
ユーモアのある作品やほっこりする
ような作品まで・・・。喜びや感謝の気
持ちを新しい祝いのカタチとして表
現した作品集です。

『祝いのカタチ』
ＪＰＤＡ展覧会委員会/著
六耀社

伝統的な建築物や、仏像、日本刀など
を見た時、「これをつくった昔の人は
すごいなぁ」と思ったことが、誰でも一
度はあるのではないでしょうか？
現代の研究者も驚く、古代日本人の匠
の技術を知ることができる一冊です。

『古代日本の超技術　改訂版
   あっと驚くご先祖様の智慧』
志村忠夫/著　講談社

山陰海岸に生息する魚たちの個
性を、さかなクンの愛きょうのあ
るイラストと分かりやすい解説
で紹介しています。見つけられる
ポイントや季節、レア度なども掲
載。魚の正面顔にもこだわった
一冊になっています。

『さかなクンの
   山陰海岸ギョギョ図鑑』

さかなクン/著　中谷英明/著
今井出版

一度は見に行きたい日本の桜名所と名桜700景を
紹介。しだれ桜や夜桜、山桜なども大きな写真で掲
載されています。

三栄書房
『大人の桜旅』

　春になると、日本各地の桜が咲きはじめますね。桜は、
日本人に馴染のある花なので、さくら前線を目安に花見
をされる方も多いかと思います。鳥取県では、３月下旬か
ら長いところでは４月下旬まで楽しめるようです。桜をたのしむ

職員が今まで読んだ中で、特に印象に残った本を紹介します。ぜひ、ご覧ください♪
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　岸本公民館中会議室にて、ブックトーク講座を開催しました。
　講師に「出雲ブックトークの会」周藤千雪先生をお招きし、「伝えたい、読書の楽しさ～ブックトー
クを中心に～」というテーマでお話していただきました。
　子どもたちに本を紹介するブックトークや、ストーリーテリングについて学ぶことができました。

2月28日(木)16:00～17:00 岸本図書館

苺は、体育が不得意だったが、両親に温
かく見守られる。一方で、失敗を許さない
親に夏実は心が壊れていく。そこに、不
思議な水たまりがあらわれて・・・。

吉富多美/著
こばやしゆきこ/絵
金の星社

『リトル・ウィング』

いのちの大切さ、人との出逢いのすばら
しさを、わかりやすい書と詩で伝える。若
い読者に親しみやすいビジュアルで展開
されています。作品の英訳つき。

相田みつを/著
文化出版局

『本気』

県庁に突如生まれた”おもてなし課”。観
光立県を目指すべく、若手職員の掛水
は、人気作家に観光特使を依頼するが、
しかし・・・！？

有川浩/著
角川書店

『県庁
 おもてなし課』

を 開催
しましたブックトーク講座

図書館・図書室のおすすめの本！

桜の花びらや、桜の木を色鮮やかな色で表現し、四季を通
して変化する色の移り変わりも描かれています。桜の木に
集まる生き物たちも登場します♪

長谷川摂子/文　矢間芳子/絵・構成
福音館書店

『さくら』

《小説》
◆何者 朝井 リョウ/著
◆等伯 上・下 安部 龍太郎/著
◆真夜中のパン屋さん　３ 大沼 紀子/著
◆輝天炎上 海堂 尊/著
◆abさんご 黒田 夏子/著
◆沈黙のひと 小池 真理子/著
◆九死一生 小手鞠 るい/著
◆復讐 今野 敏/著
◆春はそこまで 志川 節子/著
◆狭小邸宅 新庄 耕/著
◆大空のドロテ　１・２・３ 瀬名 秀明/著
◆破邪の剣 鳥羽 亮/著
◆夢を売る男 百田 尚樹/著
◆望郷 湊 かなえ/著
◆宿神　３・４ 夢枕 獏/著

絵 本

児童書

溝口図書館 編
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