
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

　蔵書点検のため下記の期間を休館させていただきます。

　      ３/１８（日）～３/２４（土）　北栄町図書館 日 月 火 水 木 金 土 休館日

　      ３/１９（月）～３/２３（金）　北条分室 1 2 3 北条分室のみ開館

4 5 6 7 8 9 10

　 11 12 13 14 15 16 17 音読教室

18 19 20 21 22 23 24 　　＊日にちを変更しています。

25 26 27 28 29 30 31 おはなし会

「鳥取藩が見た日本近代化」 北栄町図書館・北条分室 共通 北栄町図書館のみ10：30～

日時： ３月１７日（土） １３時３０分～１５時３０分

場所：

講師：冨川 武史さん　　（品川区立品川歴史館　学芸員）

　幕末から明治維新にかけて日本の海防で重要な役割

り、鳥取の地で西洋の最新の技術が具

現化されるに至った経過を資料から読

展示期間：　　３月２７日～４月１８日

４月２日は世界自閉症啓発デー。４月2日から８日は、発

達障害啓発週間です。これに合わせ、パネル展をおこな

います。理解を深めるためのパンフレットや関連本なども

展示しますのでご覧ください。

－司書のおすすめ－

　「１０年後、君に仕事はあるのか？」　　藤原和博/著　ダイヤモンド社

平成３０年
３月号

3/25 道

北栄町図書館 ２階研修室
ビデオ鑑賞会

　図書館だより

郷土史入門講座（第４回）

蔵書点検のため休館します 3月の開館日

　ご理解のほどよろしくお願いします。

タイトル

日時：毎週日曜日　１３：３０～
（３月１８日は休館の為中止）
場所：北栄町図書館２階　ＡＶ室

本近代化の先駆けとなる技術により完

成された。明治１５０年を迎えるに当た

本の返却や新聞のスクラップなど、簡単な作業をお手伝

いいただけるボランティアを募集しています。時間や回

数など調整しますので、お気軽にお申し込みください。

ジュリエッタ・マシーナ

自閉症・発達障害啓発パネル展示

ボランティア募集のお知らせ

日時

み取り、語る。

を果たした鳥取藩。台場・反射炉は、日 主な出演者

3/4 裸の大将放浪記 芦屋雁之助、中村玉緒

3/11 最高の人生のはじめ方 モーガン・フリーマン

～ウェスタンインパクトと台場・反射炉～

ネットの世界の広がりで、誰とでもつながり欲しい情報が簡単に得られ、人の代わりに

今ではそれ以上に物を考えて動くことができる人口知能によって、これからの１０年で世

界が大きく変わる。 予想できない、モデルケースとなる大人がいない中、どう生きれば

いいのか、どんな力を身につけることが大切なのかを問いかけ、考えることのできる本。
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遠縁の女 青山 文平 まちづくりとしての地域包括ケアシステム 東京大学出版会

キネマの天使 赤川 次郎 憲法を百年いかす 半藤 一利

婚活中毒 秋吉 理香子 「国境なき医師団」を見に行く いとう せいこう

くちなし 彩瀬 まる 非正規クライシス 北川 慧一

屍人荘の殺人 今村 昌弘 定年バカ 勢古 浩爾

葵の残葉 奥山 景布子

新宿ナイチンゲール 小原 周子 英国王立園芸協会とたのしむ植物のふしぎ ガイ バーター

いくさの底 古処 誠二 エゾリーナ 久保 ヒデキ

剣と十字（空也十番勝負　青春篇　４） 佐伯 泰英 サイコパス 中野 信子

遺訓 佐藤 賢一 がん患者の「知りたい」がわかる本 じほう

ハリケーン 高嶋 哲夫 酒好き医師が教える最高の飲み方 葉石 かおり

絶望の歌を唄え 堂場　瞬一

掟上今日子の色見本 西尾 維新 一生使えるおさいほうの基本 ミカ

蒼き山嶺 馳 星周 有元葉子 のり、わかめ、ひじき、昆布、もずく 有元 葉子

海馬の尻尾 萩原 浩 おうちでおいしい基本の中華 主婦の友社

九十八歳になった私 橋本 治 へたおやつ 白崎 裕子

天翔ける 葉室 麟 家事代行のプロが教えるかしこいそうじ術 CaSy

探偵少女アリサの事件簿　２ 東川 篤哉 家庭の医学 主婦の友社

生の肯定 町田 康 パパ入門ガイド ファザーリング　ジャパン

八月十五日に吹く風 松岡 圭祐

風神の手 道尾 秀介 知らなきゃ損する新農家の税金 鈴木 武

婚約迷走中 群 ようこ ブドウ大事典 農文協

嘘 村山 由佳 日航１２３便墜落の新事実 青山 透子

牛天神 山本 一力 犬から聞いた話をしよう 椎名 誠

仮面の君に告ぐ 横関 大 高倉健　七つの顔を隠し続けた男 森 功

幕末ダウンタウン 吉森 大祐 New!いちばんたのしいレクリエーションゲーム 小山 混

名作なんか、こわくない 柚木 麻子 声が２０歳若返るトレーニング 上野 実咲

怪人江戸川乱歩のコレクション 平井 憲太郎

歌丸ばなし 桂 歌丸 マララのまほうのえんぴつ キャラスクエット

常識は凡人のもの 藤原 正彦 まほうの絵本屋さん 高橋 克也

遺言。 養老 孟司 ラクダのなみだ タブバイン・スフバートル

ミレニアム　５上・下 ラーゲルクランツ さあ、なげますよ 山村 浩二

TAP　THE MAGIC TREE Christie Ｍatheson

図書館年鑑　2017
日本図書館協会

図書館年鑑編集委員

撮ってはいけない 飯野 たから １０代からのプログラミング教室 矢沢　久雄

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中 伸弥 幕末維新人物大図鑑 金の星社

孤独を生きる言葉 松浦 弥太郎 こども武士道 日本図書センター

ゆうびんです　ポストです かこ さとし

超訳戦国武将図鑑　　 富増 章成

南方熊楠 河出書房新社 伯備線写真集 片岡 大

はじめての海外旅行まるごと安心ブック ワイワイネット 名探偵コナン　VOLUME 94 青山 剛昌

るるぶ沖縄　’１９ JTBパブリッシング

技術・料理・育児

産業・芸術

言語

小　　説 社会・教育

その他の文学

自然科学・医学

絵　　本

総記・哲学

児　　童

歴史・地理

郷　　土

新着図書のご案内

※このほかにも、たくさんの新着図書があります


