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小説
大江戸科学捜査　八丁堀のおゆう ２～６
スパイに死を
襲大鳳　上・下
化け者心中

山本 巧次・著
柏木 伸介・著
今村 翔吾・著
蟬谷 めぐ実・著

児童書・絵本
どてっ
ぞろぞろぞろ
とりになりたかったこぐまのはなし
ゆきだゆきだ
ななくさつんで

田口 麻由・作
尾崎 玄一郎・作
アデール ド レェーエフ・作
中村 至男・作
かわしま ようこ・文

一般書
国賊か、英傑か　大老井伊直弼の生涯
ママはテンパリスト ４
ズボラさんでも暮らしが整う楽ラク家事
大阪都構想
吹上奇譚
俺、つしま
弱いはつよい
わが子が就活を始めるときに読む本
海のどうぶつマンガ図鑑
今すぐ使える かんたんAndroidスマートフォン
完全(コンプリート)ガイドブック 困った解決&便利技
空洞のなかみ

田原 総一朗・著
東村 アキコ・著
高橋 ゆき・著
東 徹・著
吉本 ばなな・著
おぷうのきょうだい・著
村上 有香・文
渡部 幸・著 
まつおるか・著

リンクアップ・著
松重 豊・著

小説
誘拐ファミリー
この気持ちもいつか忘れる
復讐の協奏曲(コンチェルト)
ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

新堂 冬樹・著
住野 よる・著
中山 七里・著
東野 圭吾・著

児童書・絵本
かいけつゾロリのまいにちおもしろクイズ１年分
ウソみたいだけど実在する！世界のめっちゃスゴい国
おばけのアッチとコロッケとうさん
Sassyのあかちゃんえほんぶるるん
パックンバーガーくん

土門 トキオ・作
JTBパブリッシング
角野 栄子・作
Sassy・監修
乾 栄里子・文

著者のデビュー前に書かれた、感染症×
警察小説。４人の死の共通点は、突然錯乱
し、自殺すること。忍び寄る感染の恐怖に
戦きながらも、真相を明らかにし原因を速
やかに排除しなければ人々は救われない。

『100日間おなじ商品を買い続けることで
コンビニ店員からあだ名をつけられるか。』
与謝野 著／光文社  

毎日同じコンビニでビスコだけを買い続けると、果
たして店員から何かしらのあだ名をつけられるのか。
そんな疑問をもとに約100日間にもわたる検証の過程
をまとめた１冊です。

中・高生向け
砂に書いた名前
陰陽師東海寺迦楼羅の事件簿 １

赤川 次郎・著
石崎 洋司・著

空白の絵本
神様の側用人 ９

司 修・著
浅葉 なつ・著 

中・高生向け

※その他にも新着図書が入っています

※町内の図書館（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、自分で修復したりせずに、その
ままの状態で図書館までお持ちください。

　QRコードを読み取って、町内の
図書館・図書室の資料を蔵書検索・
予約することができます。
※通信料は利用者負担となります。

こちらから蔵書検索できます
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石崎 洋司

気になる本がありましたら、
お気軽にご予約ください。

一般書
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書　経済編
叩かれるから今まで黙っておいた「世の中の真実」
１日１回２つの画像を見るだけで目がグッとよくなる本
愛せるキッチン、愛する暮らし
ビジネスエリートが知っている教養としての日本酒
a sunny spotのおしゃれでかわいい女の子の服
ぜんぶ手ぬきワザ！居酒屋風おつまみやみつき神レシピ
グリーンインテリアライフ
日本人が知らない驚き価値観
何がおかしい
今日の人生 ２

山崎 圭一・著
ひろゆき・著
宇佐美 欽通・著
田原 由紀子・著
友田 晶子・著
村田 繭子・著
mako・著
コスミック出版
もぐら・著
佐藤 愛子・著
益田 ミリ・著

『赤い砂』
伊岡 瞬 著／文藝春秋

おのの

　ブックスタートは、赤ちゃんに絵本と本を開く体験をプレゼントする活動です。
　イギリスで1992年に始まり、日本でも2000年から導入されました。ただ本をプレゼントす
るだけでなく、手渡す際に一緒に本を開いて読んでみて、保護者の方にも赤ちゃんがどういう反
応をするか、どういう楽しみ方があるかという体験をしてもらうことも大切にしています。
　伯耆町では、生後７か月児健診時と３歳児に絵本を贈る「ブックスタート」・「ブックセカンド」
に続き、新小学１年生（７歳児）にも本を贈る「ブックサード」を行っています。
　４月からプレゼントする本が以下のように変わりましたので、ご紹介します。

～ ブックスタート・セカンド・サード ～

　各教室　３月の予定　

感染症予防のため予告なく変更になる場合があります。詳しくは、図書館までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月開催の以下の教室は中止します。再開の際はお知らせします。

休館日
どちらの図書館・公民館でも、
図書の予約と返却ができます。

日 月 火 水 木 金 土
 28 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31 1 2 3

日 月 火 水 木 金 土
 28 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31 1 2 3

溝口図書館

二部・日光公民館

日 月 火 水 木 金 土
 28 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31 1 2 3

岸本図書館

図書カレンダー 3月

３月２日（火）・16日（火）
13：30～16：00
溝口公民館２階　小会議室２

と　き

ところ

利用者カード
新規登録キャンペーン
利用者カードを新規登録した方に
粗品をプレゼント！
この機会にぜひ図書館へお越しください。

布絵本ちくちく
ボランティア教室

・あたまイキイキ音読教室
・あたまイキイキ音読教室 男性の日

・出前図書館

子どもたちに本　本を開く体験をプレゼント

１ブックスタート
７か月児健診時に２冊プレゼント

●「まねっこおやこ」
おくむらけんいち ぶん／マッティ・ピックヤムサ え／ブロンズ新社

●「かんかんかん」
のむらさやか 文／川本幸 制作／塩田正幸 写真／福音館書店

３ブックサード 就学前（７歳児）にこの中から好きな１冊をプレゼント

①「おひさまやのおへんじシール」
茂市久美子 作／よしざわけいこ 絵／講談社

②「かたつむりのひみつ」　ひさかたチャイルド
③「アライグマのあらいくん」
たかやまえいこ 作／つちだよしはる 絵／金の星社

④「きいろいばけつ」
もりやまみやこ 作／つちだよしはる 絵／あかね書房

⑤「もりのおかしやさん」　
 舟崎靖子 作／舟崎克彦 絵／偕成社

⑥「さとうとしお」　ひさかたチャイルド
⑦「雲と天気」　武田康夫 監修／ポプラ社
⑧「れいぞうこのなつやすみ」
村上しいこ 作／長谷川義史 絵／ PHP研究所

⑨「エルマーのぼうけん」
ルース・スタイルス・ガネット 作／
渡辺茂男 訳／ルース・クリスマン・
ガネット 絵／福音館書店

⑩「はまべでひろったよ」
岩間史朗 写真／池田等 監修／
ひさかたチャイルド

２ブックセカンド
３歳児に図書館でこの中から好きな１冊をプレゼント

●「おばけのバーバパパ」
アネット＝チゾン さく／タラス＝テイラー さく／やましたはるお やく／偕成社

●「バルバルさん」乾栄里子 文／西村敏雄 絵／福音館書店
●「ラッキーのおるすばん」いりやまさとし 作・絵／ひさかたチャイルド
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