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小説
チンギス紀 9
冬の狩人

小学生刑事
向日葵を手折る

北方 謙三・著
大沢 在昌・著

伊藤 尋也・著
彩坂 美月・著

児童書・絵本
さとやまさん
おもちつきぺったんこ
ぼくと賢おじさんと山の学校
百年後を生きる子どもたちへ
キダマッチ先生！

工藤 直子・文
かんなり まさこ・文
村上 淳子・作
豊田 直巳・写真　文
今井 恭子・文

一般書
Tasty Japan#バズりスイーツBEST50
オガトレのおなか激やせストレッチ
カラフル、かわいい！手編みのかんたんくつ下
まちの植物のせかい
私たちはふつうに老いることができない
別れを癒す、365日のことば
翻訳の授業 
囲碁・良い打ち方と悪い打ち方
内なる町から来た話
イチゴ 
これだけは知っておきたい双極性障害

Tasty Japan・著
オガトレ・著
河出書房新社
鈴木 純・文　写真
児玉 真美・著
マーサ ヒックマン・著
山本 史郎・著
鶴山 淳志・著
ショーン タン・著
藤田 智・著
加藤 忠史・監修

小説
もっこすの城
アンと愛情
やわらかい砂のうえ
ブラックウェルに憧れて

伊東 潤・著
坂木 司・著
寺地 はるな・著
南 杏子・著

児童書・絵本
すみっコぐらしきょうはなんの日？
すごい科学者のアカン話
カミキィの〈か和いい〉季節のおりがみ
でんちゃんとせんちゃん
もうふちゃん

サンエックス キャラクター・監修
藤嶋 昭・監修
カミキィ・著
丸山 誠司・作　絵
くさか みなこ・作

新聞広告に「殺人をお知らせします」と
掲載され、予告通りに起きた殺人事件。そ
の謎に挑む名探偵ミス・マープル。

『忌み地 弐 怪談社奇聞録』
福澤 徹三 著／講談社 

実話怪談師が取材して集めた全国の不可解すぎる体
験談やいわく付き物件を、作家の福澤徹三が取材のプ
ロセスと共に詳しく書き起こした怪談実話集第二弾。
前作同様の恐怖をお楽しみください。

中・高生向け
人生で大事なことはみんなゴリラから教わった
ライラックのワンピース

山極 寿一・著
小川 雅子・作

広告業界の仕事図鑑
銀河鉄道の夜を越えて

宮嶋 和明・編著
牧野 圭祐・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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小川 雅子

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
旅をする本 
コロナ後の世界
すべての人に星空を
ママにいいこと大全
やっぱり、このゴミは収集できません
小さな庭づくり
ポリ袋で作るズボラさんの感動おやつ
魔法のてぬきごはん
今さら聞けないタネと品種の話きほんのき
人生は七転び八起き
色と形で見わけ 海・川・湖沼で楽しむ釣魚図鑑

丸山 晃・著
筑摩書房編集部・編
高橋 真理子・著
主婦の友社・編
滝沢 秀一・著
ブティック社
梶 晶子・著
てぬキッチン・著
農文協・編
内海 桂子・著
豊田 直之・著

『ミス・マープルの名推理
 予告殺人』
アガサ・クリスティー 著／早川書房

　大活字本とはその名の通り、一般的な書籍よりも活字が大きく印刷された本のことです。「小説を読みたいけど文字が
小さくて読む気になれない」という方や「最近、本の字が見え辛くなってきた」という方におすすめです。

　伯耆町有線テレビの図書館紹介コーナー「とっておき図書館」12月の放送で、ペー
プサートシアター（紙人形劇）「ももたろう」をお送りしました。
　衣装はもちろん、刀などの武器も手作りしました。お楽しみいただけたでしょうか。
　来年度はおはなし会でご覧いただけるよう願っています。

溝口・岸本図書館に大活字本コー
ナーがありますので、お気軽に
ご利用ください。

　各教室　２月の予定　

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

 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 1 2 3 4 5 6

 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 1 2 3 4 5 6

図書カレンダー２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。

「大活字本」のススメ「大活字本」のススメ

伯耆町有線テレビ「とっておき図書館」伯耆町有線テレビ「とっておき図書館」

２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

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

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 なかなか図書館まで行く機会がない方のために、
公民館や集会所へおすすめの本をお届けします。

一般的に、小説などの単行本はおよそ８～ 10ポイントの文字が使われています。
ちなみにこの文字サイズは９ポイントです。

大活字本では、およそ14～22ポイントの文字が
使われています。14ポイントがこの大きさ、

22ポイントだとこの大きさです。

比較してみると…

デ　カ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
３月まで中止します。再開の際はお知らせします。

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、３月まで中止します。再開の
際はお知らせします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
３月まで中止します。再開の際はお知らせします。
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