
と し　ょ

図書つうしん図書つうしん
LIBRARY INFORMATION

ホームページ

溝口図書館 62-0717
岸本図書館 68-3605
二部公民館図書室 62-7159
日光公民館図書室 63-0306

https://www.houki-town.jp/book/ 岸本図書館溝口図書館

新着図書情報2020.112020.11

小説
ポーラースター　４
合唱
季節を告げる毳毳は夜が知った毛毛毛毛
一人称単数

海堂 尊・著
中山 七里・著
藤田 貴大・著
村上 春樹・著

児童書・絵本
場面でわかる！ことわざ・慣用句・四字熟語の使い分け
じいじとぼく
生き物サバイバル
どこからきたの?
それがあったか！故事成語

高木 まさき・監修
池谷 陽子・作
小宮 輝之・監修
木坂 涼・文
三田村 信行・文

一般書
平凡な主婦浮気に完全勝利する
おうち性教育はじめます
介護を左右する頼れるケアマネ問題なケアマネ
介護オンブズマンがまとめた
　　これ１冊でわかる特別養護老人ホーム
アフリカの森の女たち
地磁気逆転と「チバニアン」

NHKスペシャル恐竜超世界

面白くて眠れなくなる恐竜
カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、
　サメは狂暴、イルカは温厚って本当か？
すごい！品質検査
ウサギと化学兵器

ゆむい・著
フクチ マミ・著
相沢 光一・著
介護保険市民
オンブズマン機構大阪・編著
ボニー ヒューレット・著
菅沼 悠介・著
NHKスペシャル
「恐竜超世界」制作班・編著
平山 廉・著

松原 始・著
うえたに夫婦・著
いのうえ せつこ・著 小説

赤い砂を蹴る
ホーム
縁結びカツサンド
途中下車はできません

石原 燃・著
堂場 瞬一・著
冬森 灯・著
山本 巧次・著

中・高生向け

世界すご！ペディア
ミステリー案内人さんのコワイハナシ

「世界すご！ペディア」
　　　編集委員会・編
クロネコの部屋・原作

児童書・絵本
きみのとなりにいるリアル妖怪図鑑
細菌ホテル
キャベたまたんていこふん時代へタイムスリップ
恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい
けしごむぽんいぬがわん

河野 隼也・著
キム ソンファ・文
三田村 信行・作
黒川 みつひろ・作　絵
ほりかわ りまこ・作

ねぐせを作るには「あのひとたち」が関わっ
ていた。
さすがに起きるだろうと思われることを、「あ

のひとたち」にされると朝までぐっすり寝れ
ちゃうんです！

『床にものを置かないだけで、
　一生散らからない家になる！』
須藤 昌子・監修／宝島社

家の中をきれいに保つ秘訣は、床にものを置か
ないこと。ものを捨てなくても片付いて見える収
納の工夫は、どれも参考になるものばかりです。

鳥取県地域防災計画
鳥取県広域住民避難計画

鳥取県防災会議・編
鳥取県防災会議・編

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

クロネコの部

る！』

のを置か
見える収
りです。

気になる本がありましたら、
お気軽にご予約ください。

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

 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 4

図書カレンダー11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。

一般書
知識ゼロからの古文書を読む
スゴ母列伝
海の極小！いきもの図鑑
ツボぐりぐりストレッチ
メーター検針員テゲテゲ日記
クックパッドのつるっとウマい！麵レシピ
台湾オニギリ
切る枝・残す枝がわかる！庭木の剪定
知識ゼロからの骨董・アンティーク入門
京都に女王と呼ばれた作家がいた
田辺聖子の万葉散歩

古賀 弘幸・著
堀越 英美・著
星野 修・著
柴 雅仁・監修
川島 徹・著
宝島社
山脇 りこ・著
宮内 泰之・監修
岩崎 紘昌・著
花房 観音・著
田辺 聖子・著

 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 4

臨時休館の
お知らせ

『ねぐせのしくみ』
ヨシタケ シンスケ・作／ブロンズ新社

11月17日（火）
13：30～16：00
溝口公民館２階　小会議室２

と　き

ところ

11月18日（水）　10：30～11：30
溝口公民館３階　大会議室

と き
ところ

11月開催　参加募集行事　
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

溝口

11月25日（水）　10：30～11：30
岸本公民館２階　中会議室

と き
ところ

岸本

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。

出前図書館

─ラストページまで駆け抜けて──ラストページまで駆け抜けて─
第74回 読書週間 （10月27日（火）～11月９日（月）)

読書週間に合わせて、各館で展示を行います。
ぜひお立ち寄りください。

が関わっ

とを、「あ
っすり寝れ

家
な
納

ます

ンズ新社

　時間がなくて読めない本や怖くて読
めない本などを、あなたの代わりに読
んでくれる人を募集します。
　その方にネタバレOKで本の感想を
書いていただき掲示します。
　感想を読んで、読んだ気分を味わっ
てください。

　今まで一度も借りられたことの
ない、当館所蔵の本を展示します。
この機会に最初の読者になって読
んでみてください！

なかなか図書館へ行けない方のために、公民館や集会所へ
「出前図書館」がおすすめの本をお届けします。

岸本図書館

溝口図書館

職員研修のため
休館します。

11/20●金 は

殿河内：11月10日（火）　午前
　荘　：11月５日（木）
　　　　まめまめクラブ開催後
大　内：11月26日（木）
　　　　まめまめクラブ開催後

宮　原：11月26日（木）
　　　　まめまめクラブ開催後
八　郷：11月18日（水）
　　　　出張公民館後
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