新着雑誌
□
□
□
□

週刊文春＊3/12、3/19、3/26、4/2 号
婦人公論＊3/24、4/14 号
きょうの健康＊４月号
趣味の園芸＊４月号

□
□
□
□
□
□
□
□

きょうの料理＊４月号
きょうの料理ビギナーズ＊４月号
オレンジページ＊3/17、4/2、4/17 号
田舎暮らしの本＊４月号
セブンティーン＊５月号
ダ・ヴィンチ＊４月号
ソトコト＊４月号
現代農業＊４月号

□ 暮しの手帖＊４・５月号
□ うかたま＊春号
雑誌も図書と同じように「予約」ができま
す。カウンターで「リクエスト・カード」を書く
か、司書へ直接伝えてください。

新聞
□ 日本経済新聞
□ 朝日新聞
□ 読売新聞
□ 日本海新聞
□ 山陰中央新報
□ 日本農業新聞（ＪＡ江府支所様より寄贈）

としょかんのこと
開いている時間
■ （平日）8：30～19：00
■ （休日）9：00～17：15
図書館が閉まっているときは返却のみできま
す。玄関横の「返却ボックス」へ本を入れてくだ
さい。

休館日
■ 毎月第４木曜日
■ 年末年始
■ 館内作業日など
年末年始と作業日の日程は、図書館だよりや防
災無線でお知らせします。

図書館を使うには
■ 本を読む、くつろぐ、学習するなどの利用は
誰でも可能です。
■ 本を借りるには、「利用登録」が必要です。
鳥取県内に在住、在勤していれば誰でも登
録できます。図書館カウンターで「利用申込
書」を書いてください。
■ 町内保育園・学校の図書館で使う「利用者
カード」は、そのまま町立図書館でも使えま
す。

本を借りるとき
■ 一度に何冊でも借りられます
■ 返却期限は２週間
■ 次の予約が入っていないときは、もう２週間
延長もできます。電話でかまいませんし、本
を持っていない通りすがりにでも良いので、
図書館に延長の希望を伝えてください。

町立図書館では、江府町関連の新聞記
事を保存しています。新しい記事は館内で
掲示もしていますので、掲示されていない
町内での取材や町出身者の記事の情報が
あればお教えください。図書館に置いていな
い新聞の情報も大歓迎です。
新聞の折り込みチラシを館内に置いてい
ます。自由にお持ち帰りください。

そのほか
■ 町立図書館にない本は、「リクエスト」するこ
とにより新しく入ったり、他の図書館から取り
寄せたりすることができます。
■ 本のタイトルだけでなく、「調べたいこと」「知り
たいこと」「ジャンル」等の情報から本を探す
お手伝いもします。図書館で司書とお話しま
しょう。

図 書 館 だ よ り

春うらら号
江府町立図書館 （江府町防災・情報センター内）
〒689-4401 鳥取県日野郡江府町江尾 1944-2
[Tel] 0859-75-2005 [Fax] 0859-75-3942
（江府町教育委員会事務局・共通）
[E-mail] k_library@town-kofu.jp [HP] http://lib.town-kofu.jp/

おしらせ

2020 年４月発行

ごしょうかい

開館時間の変更について

出会えたね。

今月から土曜、日曜、祝日の開館時間を、
［9：00～17：15］に、変更いたします。
平日の開館時間に変更はありません。

とびっきりの一冊に。

これからの開館日・休館日
これまで年末年始以外に決まった休館日が
ありませんでしたが、今月からは「毎月第４木曜
日」を休館いたします。今月は４月 23 日(木)
です。
また、５月の大型連休である５月２日（土）～
６日（水）はすべて土日祝の時間で開館し、連
休明けの５月７日（木）を休館いたします。
※詳しくは、裏面の「としょかんのこと」をご覧ください

イベントの休止・再開
世界的に流行している感染症の拡大を防ぐ
ため、４月末まで図書館主催のイベント（おはな
し会、ものづくりクラブ、出張支援センター）を休
止いたします。
イベント休止中も図書館は通常通り利用して
いただけますが、手指の消毒や人との距離に
は注意してください。
イベントは５月から再開する予定です
■おはなし会
［対象］誰でも
［日時］５月５日（火・こどもの日）
１０：３０～１１：００
［場所］江府町立図書館
中止の
場合は
防災無線でお
でお知
らせします。
※中止
の場合
は防災無線
でお
知らせします
。

おとなの皆さん、子供の頃に読んだ「とびっき
りの一冊」は何ですか？ または、おとなになっ
てから読んでみたらすごくおもしろかった！とい
う児童書や絵本はありますか？
見出しは「こどもの読書週間（４月２３日～５
月１２日）」の、今年の標語です。
子供たちがとびっきりの一冊に出会うお手伝
いをするべく、おすすめ図書の展示をしていま
す。仲間入りさせたい本があれば、ぜひ教えて
ください。「子供の頃に読んだあの本を、もう一
度読みたい」というリクエストも大歓迎です。

あたらしいほん
４月上旬に貸出や閲覧を開始した図書の一覧です

ストーリー
□ ボクはやっと認知症のことがわかった／長谷
川和夫
□ 交通誘導員ヨレヨレ日記／柏耕一
□ 派遣添乗員ヘトヘト日記／梅村達

『交通誘導員ヨレヨレ日記』
『派遣添乗員ヘトヘト日記』
内容紹介
哀愁漂うタイトルです。表紙も哀愁たっぷり
なのですが、哀愁の中にもどことなく愛嬌が
…あるように見えなくもありません。交通誘導
員さんは７３歳、派遣添乗員さんは６６歳の
男性。日常的に見かける姿が重なって、思
いのほか興味深く読んでしまいます。

□ 黒武御神火御殿［三島屋シリーズ・６］／宮
部みゆき

コミック

□ 僕のヒーローアカデミアＴＨＥ ＭＯＶＩＥ［ヒーロ
ーズ：ライジング］／堀越耕平
□ ヤバイ親友は知っている［探偵チームＫＺシ
リーズ・３２］／藤本ひとみ

□ Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ＊外伝［ｒｅｂｏｏｔ：百夜］／稲
垣理一郎・Ｂｏｉｃｈｉ

児童から読める知識の本
□ もう投げださない！続けるチカラ［学校では教えて
くれないピカピカ自分みがき術］／深谷圭助
□ インド神話／橘伊津姫
□ こども六法／山崎聡一郎

『こども六法』内容紹介
法律について、わかりやすく教えてくれる
本。この本の良いところは、文章をわかりやす
く改めながらも、重要な条文をきちんと盛り込
んでいるところ。いじめやいたずらに遭うなど、
子供自身が悩んだとき、法律を知ることで自
分を守ることができるかもしれません。

［芥川龍之介
芥川龍之介賞
龍之介賞・受賞作］
受賞作］
□ 背高泡立草／古川真人

□ くらす、はたらく、経済のはなし（４）（５）／山
田博文
□ できる！たのしむ！むかしのあそび（全６巻）

［本屋大賞・
本屋大賞・ノミネート作
ノミネート作］
□ ｍｅｄｉｕｍ＊霊媒探偵城塚翡翠／相沢沙呼

／神谷明宏
□ 有毒！注意！危険植物大図鑑／保谷彰彦

□
□
□
□

□ １０分スイーツ＆１００円ラッピング（全４巻）
／まちやま ちほ
□ 単位キャラクター図鑑［キャラクター図鑑シ

ムゲンのｉ（上・下）／知念実希人
線は、僕を描く／砥上裕將
流浪の月／凪良ゆう
店長がバカすぎて／早見和真

『本屋大賞』紹介
全国の書店員が選ぶ、「今もっとも売りたい
本」の賞です。自分が読んで面白かった、人に
薦めたいといった気持ちから投票されるので、
大賞を逃したノミネート作にも単純に面白い本
が多く、図書館でも「何か面白い本はない？」と
尋ねられた際にはよくオススメしています。
今年の大賞発表は４月７日（火）。投票結果
は公式ホームページへ！

※ここに記載
ここに記載したタイトルは
記載したタイトルは、
したタイトルは、新しく入
しく入った本
った本のみ
です。
所蔵済みのノミネート
みのノミネート作
です
。既に所蔵済
みのノミネート
作もあります
ので、
図書館のホームページで
のホームページで本
ので
、 図書館
のホームページで
本 のタイトル
検索するか
するか、
司書にお
にお尋
ねください。
を検索
するか
、司書
にお
尋ねください
。

ざっしのこと

児童から読める物語

リーズ］／星田直彦
□ チコちゃんに叱られる（２）／ＮＨＫ「チコちゃ
んに叱られる！」制作班

『Dr.STONE＊外伝』内容紹介
科学文明が滅んだ世界で、イチから文明を
作り直す科学クラフト漫画『Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ』
を、作画担当のＢｏｉｃｈｉが独自の視点でスピ
ンオフ。宇宙、ロボット、ロケットなど、現代の
科学技術を超えた壮大な世界に夢が膨ら
み、少年心を刺激されます。

知識の本
□ レファレンスと図書館／大串夏身

女性ミドルエイジ誌／女性の生き方
■婦人公論（月２回）

□ 数学的な思考とは何か／長岡亮介
□ 身のまわりのありとあらゆるものを化学式で
書いてみた／山口悟

『身のまわりのありとあらゆる
ものを化学式で書いてみた』
内容紹介
台所、洗面所、お風呂、トイレ、リビングなどな
ど、身近な場所にあるものの化学式を見てみ
ると、素朴な疑問がスッキリする？！
本当にスッキリするかどうかは人それぞれだ
と思いますが、個人的には冒頭の分子と原子
の解説が、今まで見たどの解説よりもわかりや
すかったです。司書より。

女性ミドルエイジ誌／ファッション
■リンネル（月１回）
シニアライフ
■明日の友（２か月に１回）
生活実用情報誌／全般
■暮しの手帖（２か月に１回）
生活実用情報誌／料理
■オレンジページ（月２回）
■きょうの料理（月１回）
■きょうの料理ビギナーズ（月１回）
■うかたま（季節に１回）

□ 日本の山ができるまで／小泉武栄
□ 毒物ずかん／くられ

健康情報
■きょうの健康（月１回）

日常生活の本

園芸
■趣味の園芸（月１回）

絵本
□ このよでいちばんはやいのは／ロバート・フロ
ーマン
□ ノラネコぐんだんカレーライス（他、シリーズ６
冊）／工藤ノリコ

い方／前田慶明
□ コンプリート・ビア・コース＊真のビア・ギークになる
ための３１講／ジョシュア・Ｍ・バーンステイ
□ 今日から料理男子になれる本／オレンジページ

くいしんぼうの ノラネコぐんだん
きょうも おかしな そうどうを まきおこしますよ
ニャー ニャー

一般週刊誌
■週刊文春（週１回）
女性ティーンエイジ誌／全般
■セブンティーン（月１回）

□ 新聞紙体操／林泰史
□ 子どもが幸せになることば／田中茂樹
□ 尿もれ、下腹ぽっこり解消！骨盤底筋の使

『ノラネコぐんだん』内容紹介

図書館にある雑誌について、ジャンルに分け
てみました。
最新号は館内での読書専用です。最新号が
入り、バックナンバーになったものは貸出可。季
刊は過去２年間、それ以外は過去１年間の号
が借りられます。
※以下の（ ）内は刊行頻度です。

郷土
□ 手ぬぐい図録［祐生コレクション・１］／南部
町祐生出会いの館

ナチュラルライフ
■田舎暮らしの本（月１回）
■天然生活（月１回）
ソーシャル＆エコ
■ソトコト（月１回）
文芸誌／読書情報
■ダ・ヴィンチ（月１回）
地方誌／山陰地方
■さんいんキラリ（季節に１回）
農業技術・暮らし・販売等の総合実用誌
■現代農業（月１回）

