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小説
天命
千年鬼
北条五代　上・下
騙る

鳴神 響一・著
西條 奈加・著
火坂 雅志・著
黒川 博行・著

児童書・絵本
みんなふつうで、みんなへん。
山をつくる
渋沢栄一
カイルのピアノ
今、世界はあぶないのか？　６・７

枡野 浩一・作
菅 聖子・文
老川 慶喜・監修
高山 リョウ・著
ハナネ カイ・絵

一般書
居酒屋店長特製の欲望おにぎりとよろこび丼
魚屋だから考えた。クリトモのかんたん魚レシピ
ふきさんのアイデアおもちゃ大百科

吉永小百合 私の生き方

今日ヤバイ屋台に行ってきた
希望の一滴
大人かわいい飾り切り
材料４つで本当においしいお菓子
認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由
パンデミックvs.江戸幕府

RIKA・著
栗原 友・著
佐藤 蕗・著
NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」
　　　　　　　　　　　　  制作班・著
坪和 寛久・著
中村 哲・著
ほりえ さちこ・著
福田 淳子・著
木之下 徹・著
鈴木 浩三・著

小説
今度生まれたら
オルタネート
たかが殺人じゃないか
メイド・イン京都

内館 牧子・著
加藤 シゲアキ・著
辻 真先・著
藤岡 陽子・著

児童書・絵本
ころころコロニャなぞなぞするニャ
るるぶ地図でよくわかる47都道府県の歴史大百科
ティンクル・セボンスター　６
まちのおばけずかん
ノラネコぐんだんケーキをたべる

サンエックス株式会社・キャラクター監修
JTBパブリッシング
菊田 みちよ・著
斉藤 洋・作
工藤 ノリコ・著

著者はなんと米子市出身。世界各地を定住しな
がら旅する定住旅行家の目線で、世界の家・くら
しを解説。

『クックパッドの絶品もやしレシピ』
宝島社

安価な万能食材「もやし」のレシピが、全86
品も掲載されています。今日の献立にもやし料
理を１品加えてみてはいかがでしょう。

中・高生向け
18歳からの自炊塾
邪神の怪談

比良松 道一・著
一夜 月夜・著

国立公園 大山　上・下
奥大山日和

大山の美化を推進する会・編
江府町観光協会

郷土

※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、ゆうあいパルどこでも返却できます。

※本が破損・汚損した場合は、自分で修理せずに、そのままの
状態で図書館カウンター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

定住しな
家・くら

安
品
理

江府町観

ます

しレシピ』

全86
やし料

一夜 月夜

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
他人の悩みはひとごと、自分の悩みはおおごと。
Au オードリー・タン
気楽に、気うつ消し
失敗なしで絶対おいしい！チーズケーキとチョコレートケーキ
10分でスッキリ!捨てない片づけ
ペットと暮らす掃除術
息子がいじめの加害者に?
昭和天皇物語　７
ダーリンの進化論
わたしもかわいく生まれたかったな
猫だましい

幡野 広志・著
アイリス チュウ・共著
櫻井 大典・著
高石 紀子・著
中山 真由美・著
杉本 彩・著
大原 由軌子・著
能條 純一・著
高嶋 ちさ子・著
川村 エミコ・著
ハルノ 宵子・著

『世界の家　世界のくらし
～SDGsにつながる国際理解～　１～３』
ERIKO・著／汐文社

「蔵書予約」の利用には、
図書館で利用者登録が必要です。
この機会に、ぜひ図書館へ
お越しください。

　図書館が閉まっている！という時や、今日は行く
時間がないけれど本を取り置きしてほしい、という
時などに、便利なのが図書館ホームページの蔵書予
約。今回は、いつでもどこでもできる蔵書予約の方
法をご紹介します！

ホームページ蔵書予約活用の

二部・日光公民館溝口・岸本図書館

日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土

 28 29 30 31 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 1

 28 29 30 31 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 1

図書カレンダー４月

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。

コツ

細かく検索条
件を指定でき
ます。

分類参照検索で、分野ごとの
検索がしやすくなりました。
お菓子について調べてみると

お菓子に関する本は435冊
ありました。
表紙を見ながら探せます。
気になった本は、予約かご
へ入れましょう。
※この時点ではまだ予約完了し
ていません。

予約かごに入れたあと、「予約
かご」画面で「受取館」と「連絡
方法」を選択し、【予約】ボタン
を押したら、予約完了です。

①伯耆町図書館のホームページから蔵書検索・予約
をクリック
　書名や著者名・出版社のほか、分類参照検索では
分野（哲学、育児など）ごとに本を検索できます。

蔵書検索・予約

②利用者メニューから利用者カードの番号・パスワー
ド（初期設定：生年月日８ケタ）を入力し、ログイン。

　ログインすると、現在の貸出し状況や予約状況が
確認できます。予約本確保の連絡方法は、電話ま
たはメールが選択できます。

利用者メニュー

サジェスト機能を使う
と、関連するキーワード
を予測表示します。

予約できる本は
１人10冊まで。
これで快適

図書館ライフを!!!
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