
お問い合わせ
北栄町図書館 (37-5515
北  条  分  室 (36-3219

※各イベントはいずれも無料 HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.e-hokuei.net/1312.htm

日 月 火 水 木 金 土 休館日

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 図書館まつり

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 音読教室

26 27 28 29 30 １０:３０～１１:３０

北栄町図書館・北条分室 共通 おはなし会

北栄町図書館のみ10：30～

期間中はブックリサイクルを常設しています。マイバッグご持参の上、お好きな本や雑誌をお持ち帰りください。

期間中は「ふくろう」「夏目漱石・正岡子規 生誕１５０年」に関する本の展示を行います。

お子様からお年寄りの方まで楽しめるイベントを企画していますので、ぜひご来館ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　＊詳しい内容はチラシに掲載してありますので、ご覧ください

～司書のおすすめ～

オータムコンサート

主な内容

感謝状贈呈式　　（読みきかせボランティアの方へ）

英語でおはなし会＆読みメンおはなし会

図書館なぞときスタンプラリー

お楽しみ　おはなし会

しおり作り

13：30～15：30 図書館　研修室

１１/５
（日）

10：30～11：30 図書館　研修室

13：30～15：30 中央公民館　大研修室（北条）

13：30～15：15 図書館　ＡＶ室

17：00～17：40 図書館　１階フロア

「源氏物語」特別講座

お楽しみマグネットシアター

「福本和夫を識る」講座

ビデオ鑑賞会　

図書館　１階フロアほか

13：00～14：00 中央公民館　中研修室（北条）

両日 10：00～17：00 図書館北条分室

図書館まつり　スケジュール
日時 場所

第２回　郷土史入門講座

倉吉の千歯扱き

講師：関本明子（倉吉博物館　主任学芸員）

日時：１１月１８日（土）　13:30～15:30

11月の開館日

場所：北栄町図書館（本館）

１１/４
（土）

10：00～ 中央公民館　ロビー（北条）

10：30～12：00 図書館　研修室

10：30～12：00

図書館だより　平成２９年１１月

され全国に販売されました。北栄町出身の文化人、福

　千歯扱きは米を脱穀する農具で、倉吉で盛んに生産

本和夫は千歯を「日本独自の進歩的農具」として本に

まとめています。この千歯の特徴などを解説します。

「ふくろうのそめものや」 松谷みよこ・文 和歌山静子・絵

鳥たちの町には、何でも上手に染めることのできる「ふくろう」がい

ます。

ある日「みやまかけす」を見てその美しさに見惚れた白い鳥は、ふ

くろうの染物屋を訪ねるのですが・・・。

白い鳥の正体が知りたくなったら、ぜひこの本を読んでみてくださ



マツリカ・マトリョシカ 相沢 沙呼 中国ではかけない中国の話 余 華

バック・ステージ 芦沢 央 石つぶて 清武 英利

木曜日にはココアを 青山 美智子 子どもの学力は「ふせんノート」で伸びる 栗田 正行

末ながく、お幸せに あさの あつこ 「もしも」に役立つ！おやこで防災力アップ 今泉 マユ子

死神と道連れ 赤川 次郎 はじまりは愛着から 佐々木 正美

ホワイトラビット 伊坂 幸太郎 統合失調症 主婦の友社

ジャパン・トリップ 岩城 けい 今日すべきことを精一杯！ 日野原 重明

裏切りのホワイトカード 石田 衣良 がんのプレシジョン免疫学 星野 泰三

ひよっこ 下 岡田 惠和 なんとめでたいご臨終 小笠原 文雄

ビンボーの女王 尾崎 将也 食品買うなら、コレがいちばん！ 渡辺　雄二

散り行く花 伽古屋 圭市

青空に飛ぶ 鴻上 尚史 茨木のり子の献立帖 茨木 のり子

恨み残さじ 佐伯 泰英 和食屋の「だし」おかず 笠原 将弘

真夏の雷管 佐々木 譲 笑顔こぼれるデコ和菓子 鳥居　満智栄

騙し絵の牙 塩田　武士 暮らしにうつわ ワニブックス

緑の窓口 下村 敦史 キッザニア裏技ガイド　2017～18 キッザニア裏技調査隊

今日も君は、約束の旅に出る 瀬那 和章

ワルツを踊ろう 中山 七里 美しいものを 花森　安治

むーさんの自転車 ねじめ 正一 ダメなときほど「言葉」を磨こう 萩本　欽一

神の涙 馳 星周 裏まで楽しむ！大相撲 ダグハウス

アナログ ビートたけし 天才棋士降臨・藤井聡太 書籍編集部

マスカレード・ナイト 東野 圭吾 賢い人だと思われる四字熟語辞典 主婦の友社

ライオンは仔猫に夢中 東川 篤哉

オリンピックがやってきた 堀川 アサコ こどもブッタのことば 日本図書センター

つぼみ 宮下 奈都 みんなの防災えほん PHP研究所

この世の春　上・下 宮部 みゆき 泣けるいきもの図鑑 学研プラス

淳子のてっぺん 唯川 恵 「あかつき」一番星のなぞにせまれ！ 山下 美樹

盤上の向日葵 柚月 裕子 おちばであそうぼう ひさかたチャイルド

さらさら流る 柚木 麻子 羽生善治はじめての子ども将棋 西東社

はりねずみのルーチカ　６ かんの ゆうこ

感傷的な午後の珈琲 小池 真理子 ビブリオバトルへ、ようこそ！ 濱野　京子

やばい老人になろう さだ まさし いつも１００てん!?おばけえんぴつ むらい かよ

旅だから出逢えた言葉 伊集院 静

手おけのふくろう　 あべ 弘士

本が好き 安野 光雅 なんにもせんにん 石川　えりこ

昭和こども図書館 初見 健一 くろくんとちいさいしろくん なかや　みわ
年を取るのが楽しくなる
教養力

斎藤 孝 すっぱりめがね 藤村 賢志

「ゆっくり力」でいい人生をおくる 斎藤 茂太 おつきみバス 藤本 ともひこ

サファリ 松岡 たつひで

最もシンプルな世界史のつかみ方 祝田 秀全 ぼくのおとうさんとおかあさん みやにし たつや

世界の国旗・国章歴史大図鑑 苅安 望 森のおくから レベッカ ボンド

るるぶ天橋立城崎  '18 ＪＴＢパブリッシング

その他の文学

絵本
読書・哲学 

歴史

＊このほかにも、たくさんの新着図書があります。

小説 社会・科学

家庭・生活・産業

芸術・言語

児童書




