
　　１２月７日に「公益財団法人ごうぎん鳥取文化振

興財団」から図書カード（５万円）を贈呈していただき

ました。この財団は1992年から、県民生活の向上と

豊かな地域社会の創造に寄与することを目的に、

「教育・芸術文化・スポーツ活動」に対する助成・協

賛を行っているそうです。今回は「教育の向上」への

助成事業として県立図書館の推薦を受けて江府町

立図書館への図書カード贈呈が行われました。

　推薦理由として、「コミュニティー図書館として小中

高生の居場所や学習支援の場としての活用が構想

されていること」、「老人ホームへの貸出など、広く図

書館のサービスを提供していること」、「小中学校と

しっかり連携しながらサービスを提供していること」が

あげられていました。

　今回頂いた図書カードは、町民の皆様に幅広く利

用していただけるように、福祉保健課などからアドバ

イスを受けながら有効に活用していきたいと考えて

います。購入する図書が決まりましたら、この図書館

だよりやホームページを通してお知らせし

ます。

SDGｓを学ぼう

　１２月から防災情報センターの１階ホールで

SDGｓ（エス・ディ・ジーズ）の展示をしています。

１２月は環境問題全般にかかわる本を集めました。

１月は「水」にかかわる本を集めています。地球は

「水の惑星」とも言われますので、宇宙から見た

地球や地球の周辺の宇宙などの本も集めました。

SDGｓは「環境問題」が注目されがちですが、そ

の他にも「人権」「福祉」「パートナーシップ」なども

大切な目標です。人間だけ

ではなく全ての生命がより

よい未来で暮らし続けるた

めに今何が必要かを考

えるために、これからも

テーマを変えながら展

示していきます。

【開館時間】（平日）9:00～18:00　（土日祝）9:00～17:00

【本の貸出】（貸出冊数）無制限、（貸出期間）２週間

　　　　　　　※予約が入っていない本は延長ができます。

【リクエスト】カウンターのリクエスト用紙に記入してご予約ください。

町立図書館のＨＰからも「検索・予約」ができます。

本館に無い本はできるだけ他館から取り寄せます。

【レファレンス】調べもの、知りたいことのお手伝いをします。司書

にご相談ください。

　イベント情報②
■　奥大山ブックレビューについて

　図書館友の会が主催する　「奥大山ブック

レビュー」は１月、２月は開かれません。

　次回は３月19日（土）の予定です。

図書館カレンダー（１月）

図書カードを頂きました
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今月のものづくりクラブは？

　今年は「とら年」ですね。１月のおはなし会は

「とら年だよ おなはし会」というテーマで開きまし

た。とらが出てくるおはなしをたくさん読んで、楽

しい時間を過ごしました。

　１月２３日の「ものづくりクラブ」は、画用紙で

「クルクルまわる折り紙をつくろう」です。

　コマのように回るので

はなく、裏と表がひっく

り返るようにまわる折り

紙です。とっても不思

議な折り紙ですよ。うま

くできるかな？

１月の「おはなし会」

イベント情報①
■　本のリサイクル市

［期間］　令和４年１月10日（月）～１月16日（日）

［場所］　江府町立図書館

［内容］　古くなった本や雑誌を1人５冊まで差し上げます。
　

■　ものづくりクラブ＜要予約＞

［日時］　令和４年1月２３日（日）１０：３０～

［場所］　江府町立図書館

［対象］　幼児～小学生

［定員］　２０名

［内容］　クルクルまわる折り紙をつくります。
　

■　おはなし会（次回２月）＜要予約＞

［日時］　令和４年２月６日（日）１０：３０～

［場所］　江府町立図書館

［対象］　どなたでも参加できます

［内容］　幼児～小学校低学年向けの絵本や手遊び、

　　　　　　ペープサートなど

　　・本のリサイクル市…10日～16日

　　★おはなし会…　９日（日）、

　　◆ものづくりクラブ…23日（日）

　　・　休館日…27日（木）　

← 最後におみくじを引きました。

　　今年の運勢はどうだったかな？

紙人形げき「一休さん」のようす



あたらしいほん
12月中に貸出や閲覧を開始した図書の一覧です

総記・歴史・社会・自然科学
□ １００万回死んだねこ /福井県立図書館　編著

□ 使える哲学 /平原　卓　監修

□ 仕事も人間関係もうまくいく放っておく力

　 　/枡野　俊明　著

□ 都道府県の持ちかた /バカリズム　著

□ たたら吹製鉄の成立と展開 /角田徳幸　著

□ ６０代からシンプルに穏やかに暮らす

　　 / smile editors　編

□ キッチンから始める人生の整理術 /村上　祥子　著

□ ホクトの１番おいしいきのこレシピ

　　/ホクト（株）　監修

□ 人地想 /山陰中央テレビジョン放送株式会社

□ あんなにあんなに /ヨシタケ　シンスケ　著

□ ここで差がつく！スポーツで結果を出す８１の習慣

　　/髙橋　宏文　著

「とんでもなくクリスタル」「わたしを探さないで」

「下町のロボット」「蚊にピアス」

「おい桐島、お前部活やめるのか？ 」……

　利用者さんの覚え違いに爆笑し、司書さん

の検索能力にリスペクト。 ＳＮＳでもバズりが

とまらない！

　クイズ感覚でも楽しめる、公共図書館が贈

る空前絶後のエンターテイメント。

あなたはいくつ答えられる？

生活・健康・料理

小説・随筆・手記

□ チンギス紀１２ /北方　謙三　著

□ かすがい食堂〔２〕 /伽古屋　圭市　著

□ 怖ガラセ屋サン /澤村　伊智　著

□ 焼けた釘 /くわがき　あゆ　著

□ もうあかんわ日記 /岸田　奈美　著

ＹＡ・児童・絵本

□ だから僕は大人になれない

　　 /ぺいんと 著（ＹＡ）

□ こども手に職図鑑

　　/子供の科学と手に職図鑑編集委員会　編

郷　土
□ にちなん文化第４２号

　 　/須田秀和［ほか］編

雑　誌
・図書館には次の雑誌を置いています。

　※次の号が出るまでは館内のみの利用になります。

　　◆ 週刊文春

　　◆ 婦人公論

　　◆ きょうの健康　

　　◆ きょうの料理

　　◆ きょうの料理ビギナーズ

　　◆ 趣味の園芸

　　◆ オレンジページ

　　◆ リンネル

　　◆ 二コラ

　　◆ 天然生活

　　◆ 田舎暮らしの本

　　◆ ダ・ヴィンチ　

　　◆ ソトコト

　　◆ 明日の友

　　◆ 暮しの手帖

　　◆ 現代農業

　　◆ うかたま

　　◆ さんいんキラリ

◆ 小学８年生

新　聞
〇 日本海新聞　〇 山陰中央新報

〇 読売新聞　　〇 朝日新聞

〇 日本経済新聞

〇 日本農業新聞（ＪＡ江府支所様より寄贈）

※新聞は毎週土曜日に差し替えを行います。古い新聞は

３カ月間保管していますので、閲覧を希望される場合

は司書にお申し付けください。

※江府町関連記事を館内に掲示しています。

こんな借り方もできますヨ

　「小さな自分革命」が今と未来を変え

る。人材育成のプロフェッショナルで、

大学バレーボール部の監督も務める著

者が、３０年に及ぶ「コーチ学」の研究

から解き明かす、結果を出すための習

慣術を紹介する。

保育士からＹｏｕＴｕｂｅｒまで。将来消えてし

まう仕事とは？ 憧れのあの職にはどうやっ

たらなれる？ 親子で使える、新時代の職業

図鑑。親も先生も知らない、人生１００年＆

ＡＩ時代の「手に職」を掲載する。

　人間関係、仕事や恋愛。うじうじ悩んでい

るなら、哲学にヒントをもらうべし。プラトン、

ニーチェ、アレント…。古代から超現代まで、

３３人の哲学者を徹底解剖。日常にいかせ

る考え方のヒントが満載。

　YAはヤングアダルト向けの本とい
う意味です。ヤング（若者）がアダル
ト（大人）になるころの年齢層（大ま

かに思春期とその前後）向けの本を指しますが、
経験を積んだ大人が読んでも、フムフムとうな
ずきながら読める本もたくさんあります。

　チャンネル登録者数１５０万超えの日常

組・ぺいんとの初エッセイ＆短編小説。

スーパーに行くのも苦手なほどの人見知りレ

ジェンド・ぺいんとの幼少期から日常組誕生

秘話、普段の生活まで大公開。コラムには、

「日常組交換日記」、「日常組企画会議」も

収録。

□ インスタントラーメン図鑑

　　/一般社団法人日本即席食品工業協会 編

□ すみっコぐらし大図鑑

□ ヘンテコおりがみ /笹川　勇　著

□ ８９８ぴきせいぞろい！ポケモン大図鑑上・下

□ 魔女の宅急便 /角野栄子 作

□ 感染学校 /西羽咲　花月　著

□ すみっコぐらし /よこみぞ　ゆり　絵と文

□ おまえうまそうだな /宮西達也 作絵

□ パンどろぼうとなぞのフランスパン

　　/柴田　ケイコ　作

□ あおいさばくで /あさかさゆみ　作

（注１）貸出し中の場合はしばらく時間がかかります。
（注２）県立図書館ホームページから申し込み手続き
　　　　を行っていただきます。
（注３）他の市町村図書館からの相互貸借は、配送に
　　　　時間がかかる場合があります。

「まんが王国とっとりだより　第２号」
（ https://www.pref.tottori.lg.jp/mangaoukoku/dayori/ ）

　鳥取県は全国的にも各図書館の間での本の貸し

借りシステム（相互貸借と言います）が充実して

います。特に県立図書館からはほぼ毎日本の配送

がありますので、県立図書館にある本なら２日程

度で江府町立図書館に届きます（注１）。

　このシステムを利用するには、江府町立図書館

の利用者カードが必要です。カードをお持ちでな

い方は是非ご来館ください。利用者カードができ

ましたら、江府町立図書館から予約することもで

きますし、県立図書館のホームページから直接予

約することもできます（注２）。

　この相互貸借は県立図書館だけではなく、鳥取

県内の図書館同士でも行っています（注３）。また、

他の都道府県の図書館から本を取り寄せることも

できます。詳しくは、司書にお尋ねください。

　このシステムについては、2020年の「まんが王

国とっとりだより　第２号」でも紹介されていま

す。

　鳥取の自慢の一つです。是非ご利用ください。

　

そう ご たいしゃく
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