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　伯耆町立図書館では、４月１日（水）～４月２８日（火）の期間中、新規に利用者カー
ドを登録していただいた町民の方に、粗品をプレゼント。この機会にぜひ図書館
にお越しください。

　詳しくは図書館職員へお問い合わせください。

　「読んだ本を記録しておきたい」との声にお応えし、このたび『ほうきちょう読書
通帳』を作成しました！
　本のタイトル、読んだ日付や感想などを書き込めるようになっています。
　溝口・岸本図書館のカウンターで配布しています。子どもさんだけでなく、大人
の方もどうぞご利用ください。

利用者カード新規登録キャンペーン実施利用者カード新規登録キャンペーン実施

『ほうきちょう読書通帳』『ほうきちょう読書通帳』ができました♪ができました♪

岸本図書館溝口図書館

新着図書情報2020.４2020.４

小説
看守の流儀
瓦礫の死角
わが殿　上・下
十三階の神（メシア）

城山 真一・著
西村 賢太・著
畠中 恵・著
吉川 英梨・著

児童書・絵本
小学生なら知っておきたい教養366
なんだろうなんだろう
飛行機のサバイバル １・２
ちいさなちいさなほしのあかり
10にんのせんにん

齋藤 孝・著
ヨシタケ シンスケ・著
ゴムドリco.・文
さかい さちえ・作
佐々木 マキ・作

一般書
「うまくいかないあの人」と
　　みるみる人間関係がよくなる本
時間革命
武器が語る日本史
今さら聞けない！
　　政治のキホンが２時間で全部頭に入る
反日種族主義
校則なくした中学校たったひとつの校長ルール
保育の仕事がわかる本
１日３分見るだけで
　　ぐんぐん目がよくなる！ガボール・アイ
電池が起こすエネルギー革命
いちばんやさしいゆび編みの小もの
こんなにも面白い万葉集

青木 仁志・著
堀江 貴文・著
兵頭 二十八・著

馬屋原 吉博・著
李 栄薫・編著
西郷 孝彦・著
田代 和美・編著

平松 類・著
吉野 彰・著
日本ヴォーグ社
山口 博・著 小説

紙鑑定士の事件ファイル
君がいないと小説は書けない
わたしの美しい庭
黒武御神火御殿

歌田 年・著
白石 一文・著
凪良 ゆう・著
宮部 みゆき・著

中・高生向け
18歳までに知っておきたい法のはなし
わかる！応援できる！パラスポーツ事典

神坪 浩喜・著
高橋 明・監修

児童書・絵本
世界の妖怪＆モンスター超百科
しょうがくせいのおばけずかん
ミラクルラブリー♥感動のどうぶつ物語
しっぽしっぽだーれ？
ぼく、仮面ライダーになる！　ゼロワン編

宮本 幸枝・著
斉藤 洋・作
青空 純・編著
穂高 順也・作
のぶみ・作

一般書
小さな幸せがみつかる世界のおまじない
渡辺えりの人生相談
松本ぷりっつの夫婦漫才旅
１兆ドルコーチ
医師が認めた！究極のきくち体操
ストウブで無水調理 魚介
たまちゃんの保存食
ママとパパのはじめての妊娠・出産事典
あっぱれ折り紙
英語、苦手かも…？と思ったときに読む本
気がつけば、終着駅

亀井 英里・絵
渡辺 えり・著
松本 ぷりっつ・著
エリック シュミット・著
菊池 和子・著
大橋 由香・著
たくま たまえ・著
藤井 知行・監修
フチモト ムネジ・著
デイビッド セイン・著
佐藤 愛子・著

『白山・大山火山帯の山々を歩く
 福井・鳥取・山口周辺編』
澤なごみ・著／今井出版

メタボに悩む50代の著者が、実際に歩くことができ
た低山ハイキングのコース。まずは少しずつ山に登っ
てみたい。そんな方を後押ししてくれる一冊です。

『３万年前の航海の謎を解く』
NHKクローズアップ現代+制作班・著
／徳間書店

３万年前、私たちの祖先はどのようにして
世界最大の海流である黒潮を渡り、この大陸
へとやって来たのか。日本人のルーツを探る
航海実験に密着取材した、ドキュメント本。

保育士になるための早わかりブック
それでもがんばる！どんまいな犬と猫図鑑

キャリア ステーション・監修
今泉 忠明・監修

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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高橋 明・監修

解く』
班・著

うにして
この大陸
ツを探る
ント本。

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
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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。

４月７日（火）・４月21日（火）　
13：30～16：00
溝口公民館２階　小会議室２

と　き

ところ

４月15日（水）　10：30～11：30
溝口公民館３階　大会議室

と　き
ところ

親子ふれあいおはなし会

４月のよてい
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

溝口

４月22日（水）　10：30～11：30
岸本公民館１階　調理研修室

と　き
ところ

４月25日（土）　10：30～11：15
岸本公民館　１階ロビー

と　き
ところ

岸本

にこにこおはなし会のご案内
４月の「にこにこおはなし会」は

おやすみです。
次回は５月に開催します。

おたのしみに♪

くわしくは、図書館までお問い合わせください。

イラスト：木村研さん

期間：４月１日（水）～４月28日（火）
対象：町内在住者

図書館で本を借りよう！

オルゴールのような音色の楽器「カリンバ」と、図書館職員に
よる読み聞かせのコラボレーションをお楽しみください♪
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