
希望の館で取り寄せができます。 
 

あの世の社会科見学 死後に備える基礎知識編 

   安斎かなえ ○法  

SNS ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ  浮世満理子 ○法  

「あとから怒りがわいてくる人」のための処方箋 

   戸田久実 ○法  

あなたの心に青空を 瀬戸内寂聴 ○法  

はじめての Windows11 戸内順一 ○法  

新 100 のきほん 松浦弥太郎 ○天  

ちょうどいい孤独 鎌田實  ○天  

裏切り者は顔に出る 清水建二 ○天  

行政ﾏﾝとして図書館員が忘れていること 内野安彦 ○天  

70 歳が老化の分かれ道 和田秀樹 ○天  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいしい命  阿刀田高 ○法  

陽だまりに至る病 天祢涼  ○法  

ｲｸｻｶﾞﾐ天  今村翔吾 ○法  

ﾌﾞﾗｯｸ･ﾑｰﾝ  逢坂剛  ○法  

夏に祈りを  織守きょうや ○法  

おしゃべりな部屋 川村元気 ○法  

独り立ち  佐伯泰英 ○法   

落花流水  鈴木るりか ○法  

あきない世傳金と銀(12) 髙田郁  ○法  

ゆきあってしあさって 高山羽根子 ○法  

新・入り婿侍商い帖(1～9) 千野隆司 ○法   

十津川警部殺意は列車とともに 西村京太郎 ○法  

天国からの宅配便 柊ｻﾅｶ  ○法   

繭の季節が始まる 福田和代 ○法  

その午後、巨匠たちは、 藤原無雨 ○法  

非色   有吉佐和子 ○天  

春の窓    安房直子 ○天  

石を黙らせて  李龍徳  ○天  

ご隠居は福の神(8) 井川香四郎 ○天  

 

新しく入った本 
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●電話でご予約できます。どうぞお気軽に。 

法勝寺図書館 Tel 0859-66-4463 

天萬図書館  Tel 0859-64-3791 

●ホームページからも検索・予約できます 

http:/www.town.nanbu.tottori.jp/book/ 

 

南部町立図書館に 

図書館キャラクター ブッぽん 3/1～3/31まで 

小 説 ○法は法勝寺図書館に、○天は天萬図書館にあります｡ 

 

ピンク色なんかこわくない 伊藤朱里 ○天  

小牧長久手仁義 井原忠政 ○天  

「タ」は夜明けの空を飛んだ 岩井三四二 ○天  

新編閑な老人  尾崎一雄 ○天  

いえ   小野寺史宜 ○天  

そして旅にいる 加藤千恵 ○天  

渚のリーチ！  黒沢咲  ○天  

愛と追憶の泥濘 坂井希久子 ○天  

喜べ、幸いなる魂よ 佐藤亜紀 ○天  

誰かがこの町で 佐野広実 ○天  

読書ｾﾗﾋﾟｽﾄ  ﾌｧｼﾞｵ ｽﾀｯｼ ○天  

おんなの女房  蝉谷めぐ実 ○天  

正義の段階  田村和大 ○天  

趙雲伝   塚本靑史 ○天  

暗夜遍歴  辻井喬  ○天  

それぞれの風の物語 中場利一 ○天  

恋愛の発酵と腐敗について 錦見映理子 ○天  

最後の晩ごはん(15・16・17) 椹野道流 ○天  

空にピース  藤岡陽子 ○天  

 

ecriture 新人作家・杉浦李奈の推論(1・2・3)  

松岡圭祐 ○天  

あの頃な  ﾏﾝﾎﾞｳやしろ ○天  

うちら、まだ終わってないし 宮津大蔵 ○天  

彼女の背中を押したのは 宮西真冬 ○天  

東京ﾍﾞｲｴﾘｱ分署(1)  今野敏  ○天  

東京ﾍﾞｲｴﾘｱ分署(2・3) 今野敏  ○法○天  

コンクールシェフ！ 五十嵐貴久 ○法○天  

名探偵・浅見光彦全短編 内田康夫 ○法○天  

いえ   小野寺史宜 ○法○天  

奏鳴曲   海堂尊  ○法○天  

もう別れてもいいですか 垣谷美雨 ○法○天  

タラント  角田光代 ○法○天  

信長、鉄砲で君臨する 門井慶喜 ○法○天  

心霊探偵八雲 Short Stories 神永学  ○法○天  

春のこわいもの 川上未映子 ○法○天  

燕は戻ってこない 桐野夏生 ○法○天  

シャルロットのアルバイト 近藤史恵 ○法○天  

漆花ひとつ  澤田瞳子 ○法○天  

はじめての  島本理生 ○法○天  

花咲小路二丁目の寫眞館 小路幸也 ○法○天  

ﾐｽﾃﾘと言う勿れ(前編) 豊田美伽 ○法○天  

ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞｱﾆﾒ！  辻村深月 ○法○天  

0 ZERO  堂場瞬一 ○法○天  

奇跡   林真理子 ○法○天  

  総記・哲学・宗教 



50 代、家のことで困ってます。 長谷川高 ○法  

弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門

   安藤なつ ○法  

政治学者、PTA 会長になる 岡田憲治 ○法  

子どもが心配  養老孟司 ○法  

下野猟師伝  丸山美和 ○法  

悪いのはお天気ではなく、着ている服だ。 

   山瀬理桜 ○法  

日本のすがた 2022 矢野恒太記念会 ○天  

データでみる県勢 2022 矢野恒太記念会 ○天  

外交官になるには 飯島一孝 ○天  

13 歳からの地政学 田中孝幸 ○天  

国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶

    加谷珪一 ○天  

ｿ連兵へ差し出された娘たち 平井美帆 ○天  

陸上自衛隊ますらお日記 ぱやぱやくん ○天  

未来をつくる SDGs2022  ○天  

あなたのﾙｰﾂを教えて下さい 安田菜津紀 ○天  

ごちゃまぜで社会は変えられる 濱野将行 ○天  

ﾀﾞｳﾝ症の子をもつ税理士が書いた障がいのある子の「親なきあと」対策

   藤原由親 ○天  

障害をしゃべろう！(上・下) 里見喜久夫 ○天  

年刊日本の祭り 2021～2022 年版  

   NPO 日本の祭りﾈｯﾄﾜｰｸ ○天  

働く女子と罪悪感 浜田敬子 ○天  

中学生のおうち勉強法入門 みおりん ○天  

「毒親」って言うな！ 斎藤学  ○天  

年中行事のﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄｼｱﾀｰ 永井裕美 ○天  

 

<CD> 

星の消えた夜に Aimer  ○法  

Actor   緑黄色社会 ○法  

夜が似合う  大人のくつろぎｶﾌｪ ○法  

おやこでいっしょに  おやすみﾋﾟｱﾉ ○法  

<DVD> 

トムとジェリー   ○法  

本を置いて利用者カードをかざすだけで 
簡単に貸出しができます。是非ご活用ください。 
もちろん、カウンターでも貸出しができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

Fantasia まさきたかこｲﾗｽﾄ集  ○法    

森はぐるぐる  とださとみ ○天  

大山・蒜山高原 鳥取県山岳ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ○天     

100 の指標からみた鳥取県 令和 3 年度 ○天  

青の戦士(谷口ｼﾞﾛｰｺﾚｸｼｮﾝ⑤)   ○天  

先生、ﾓﾓﾝｶﾞがお尻でﾌｸﾛｳを脅しています？ 

   小林朋道 ○法○天  

人生迷える子羊 今田智子 ○法○天  

世界の風景に似ちょる南部町 今田智子 ○法○天  

             (南部町出身) 

 

 

 

 

ｲｰｽﾀｰ島不可思議大全 芝崎みゆき ○法  

みやぎから、  佐藤健  ○法  

旅をひとさじ  松本智秋 ○法  

るるぶ兵庫’23    ○法  

るるぶ淡路島’23   ○法    

ｴｼﾞﾌﾟﾄの女王  ｶｰﾗ ｸｰﾆｰ ○法  

ｳﾞｪﾙｻｲﾕ宮殿に暮らす ｳｨﾘｱﾑ ﾘｯﾁｰ ﾆｭｰﾄﾝ ○天  

人間晩年図巻 1990-94 年 関川夏央 ○天  

人間晩年図巻 2008-11 年 3 月 11 日 関川夏央 ○天  

人間晩年図巻 2000-03 年 関川夏央 ○天  

人間晩年図巻 2004-07 年 関川夏央 ○天  

水中考古学  佐々木ﾗﾝﾃﾞｨ ○天  

証言昭和史の謎 別冊宝島編集部 ○天  

難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方 

中村恵  ○天  

日本刀が見た日本史 「刀剣ファン」編集部 ○天  

 

 

歴史・地理 社 会 

郷 土 

 今年度から天萬図書館より異動で法勝寺図書

館の仲間入りをしました。天萬とは雰囲気が違

い、緊張の毎日です。まだまだカウンター業務も

ぎこちないですが、新しい出会いを大切に笑顔

で頑張ります。よろしくお願いします。（石上） 

  

4 月は新入生ロボ木―がカウンターでお出迎

えしています。真新しいランドセルの一年生も

加わって放課後はにぎやかです。本を借りる時

にたくさん話をしてくれます。子ども達にパワ

ーをもらっている毎日です😊 

 

C D ＆ D V D 

 

法勝寺・天萬の 

自動貸出機が2台に増えました！ 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ずん・飯尾の開き直りごはん  ○法  

豚こま・豚薄切り肉あったら、これつくろ！ ○法  

５０歳からの髪と頭皮のお悩みＱ＆Ａ ○法  

キャベツあったら、これつくろ！ ○法  

忙しママのための炊飯器こどもごはん ○法  

手作りしたいおしゃれなジャンパースカート＆サロペット ○法  

笠原将弘の毎朝父さん弁当  ○法  

暮らしのおへそ vol.33   ○法   

おかあさんの扉(9・10・11)   ○法  

「田舎そば川原」恵美子さんの料理帖 ○法  

嫌いなﾊﾟｰﾂが武器になる  ○天  

きくちあつこレモネードな子育てあるある日 ○天  

藤井恵の「からだが整う」おかゆ ○天   

宇宙飛行士野口聡一の全仕事術  ○天  

おいしい子育て   ○天  

料理がおいしくなる美しい盛りつけのｱｲﾃﾞｱ ○天  

45 歳からの定番おしゃれﾚｯｽﾝ  ○天  

飾らない。    ○天  

天然生活の料理入門   ○天  

世界に一軒だけのﾊﾟﾝ屋  ○天  

鍛冶屋炎の仕事人   ○天  

いちばんやさしい 60 代からの iPad ○天  

疲れないﾊﾟｿｺﾝ仕事大全   ○法○天  

日本一ﾊﾞｽﾞる農家の健康ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾚｼﾋﾟ ○法○天  

 

 

禁断の植物園  船山信次 ○法  

女医が教える性のﾄﾘｾﾂ 富永喜代 ○法  

ｽﾃｰｼﾞ４でもあきらめない最新がん治療

   佐藤俊彦 ○法  

耳の閉塞感（耳管狭窄症・開放症）がこれでｽｯｷﾘ！

   嘉島康二 恒松 健二 ○法  

がんの？に答える本 日本対がん協会 ○法  

持ち歩き脳活まちがい探しｶﾗｰ版 

   脳活教室編集部 ○法  

1 冊でぜんぶわかる！卵子凍結完全ｶﾞｲﾄﾞ

   香川則子 ○法  

ﾙﾎﾟ自助 2020－ 石井光太 ○法  

医者がすすめるｸｯｷﾝｸﾞﾘﾊﾋﾞﾘ 丸田淳司 ○法  

写真でわかる早引き高齢者の薬ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 2021-2022

   饗庭三代治 ○法  

70 歳からは超ｼﾝﾌﾟﾙ調理で「栄養がとれる」食事に変える！

   塩野﨑淳子 ○法  

女はいつも、どっかが痛い やまざきあつこ○天  

きくらげの逆襲 日本のきくらげ普及推進協議会○天  

南極ではたらく 渡貫淳子 ○天  

季節の不調が必ずﾗｸ～になる本 瀬戸佳子 ○天  

煮あずき・酢ｷｬﾍﾞﾂ・ﾚﾓﾝ酢で作る最強の健康ﾚｼﾋﾟ

   だいぼうかおり○天  

ｳﾙﾄﾗ図解てんかん 赤松直樹 ○天  

口ﾄﾚ・脚ﾄﾚで“若返り”！ 飯島勝矢 ○法○天  

50 歳を過ぎたら要注意！「聞こえづらい」をほっとかない

   平野幸生 ○法○天  

 

技術・家政 

 

 

自然・医療 
 

産休が明けて、この春から天萬図書館に復帰と

なりました稲村です。お休み中に天萬図書館も少

しレイアウトが変わり、新しい図書館に来たよう

な気持ちです。皆さんにまた来たいと思っていた

だける図書館づくりを目指していこうと思いま

すので、どうぞよろしくお願いします！（稲村） 

 

この春、図書館へ異動となりました田中です。

３年前にも勤務をしておりましたが、あれから南

部町の図書館にも自動貸出機が入り、パソコンも

一新し、なんだか新鮮な気持ちです。時々カウン

ターにも出ておりますので、出会えたらラッキー

です。素敵な図書館になる様頑張りますので、よ

ろしくお願いします。（田中） 

驚くほどよく育つ野菜づくりの裏ワザ  ○法  

小さなｶﾌｪのはじめ方   ○法  

ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ、開店します。  ○天  

評伝宮田輝    ○天  

図説中世ﾖｰﾛｯﾊﾟの商人    ○天  

ＮＨＫ年鑑 2021   ○天  

ﾌﾟﾛに教わる野菜の収穫・保存・加工の技とｺﾂ 

     ○天   

七十歳ﾊﾞﾊﾞｧ、起業する？  ○天  

里山のｼｲﾅのほぼ片づけ日記  ○天  

小さい林業で稼ぐｺﾂ 2   ○法○天  

  

 産 業 

うまれることば、しぬことば 酒井順子 ○法  

『その他の外国文学』の翻訳者 白水社編集部 ○天  

どうぶつ ABC えほん 安江ﾘｴ  ○天  

言 語 



きれいになりたい気がしてきた ｼﾞｪｰﾝ ｽｰ ○法○天  

風のことは風に問え 辛坊治郎 ○法○天  

はなちゃんのみそ汁青春篇 安武信吾 ○法○天  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

○ru  

東大教授、若年性ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ 若井克子 ○天○闘  

これは、ｱﾚだな 高橋源一郎 ○天  

猫に教わる  南木佳士 ○天  

死にたかった発達障がい児の僕が「自己変革」できた理由 

   西川幹之佑 ○天  

恋の短歌ｺﾚｸｼｮﾝ 1000 日本短歌総研 ○天  

皆様、関係者の皆様 能町みね子 ○天  

ｼﾍﾞﾘｱの俳句  ﾕﾙｶﾞ ｳﾞｨﾚ ○天  

北條民雄集  北條民雄 ○天  

病牀六尺  正岡子規 ○天   

多発性硬化症と歩んだ 40 年 三笠雅子 ○天○闘  

女に産土はいらない 三砂ちづる ○天  

人生の旅をゆく 4 吉本ばなな ○天   

ないものねだるな 阿川佐和子 ○法○天  

夜ふけに読みたいはじまりのｲｿｯﾌﾟ物語 

   イソップ ○法○天  

ｾﾝｽ・ｵﾌﾞ・何だあ？ 三宮麻由子 ○法○天  

目の見えない私が「真っ白な世界」で見つけたこと 

   浅井純子 ○法  

死という最後の未来 石原慎太郎 ○法  

背進の思想  五木寛之 ○法  

ﾅｲﾄﾒｱ・ｱﾘｰ  ｳｨﾘｱﾑ ﾘﾝｾﾞｲ ｸﾞﾚｼｬﾑ ○法   

6B の鉛筆で書く 五味太郎 ○法  

幸福幻想  中村うさぎ ○法  

犬棒日記 続  乃南アサ ○法  

洛中洛外をゆく 葉室麟  ○法  

ﾎﾞｸと、正義と、ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ やなせたかし ○法  

対ﾃﾛ工作員になった私 ﾄﾚｲｼｰ ﾜﾙﾀﾞｰ ○法  

清張鉄道 1 万 3500 ｷﾛ 赤塚隆二 ○天  

名著の話  伊集院光 ○天  

捨てない生きかた 五木寛之 ○天  

真夜中の栗  小川糸  ○天  

LOVE&SDGs  織田友理子 ○天  

寂聴さん最後の手紙 瀬戸内寂聴 ○天  

 

 

 

筋力へなちょこ女子が行き着いた 1 分最弱筋ﾁﾚ ○法  

ﾌﾟﾛ野球ｶﾗｰ名鑑 2022   ○法  

ﾊﾟﾗｱｽﾘｰﾄ谷真海切り拓くﾁｶﾗ 徳原海  ○法  

愛のぬけがら  ｴﾄﾞｳﾞｧﾙﾄﾞ ﾑﾝｸ ○法  

わたしのなかのちいさなたからもの コビ ヤマダ ○法  

あわてず、あせらず、あきらめず 宮川大助 ○法  

ﾀﾞｰﾘﾝは 76 歳  西原理恵子 ○法  

SOUND TRACK 光石研  ○法  

ﾀｰｼｬ・ﾃｭｰﾀﾞｰのｲﾗｽﾄ図鑑  ○法  

戦争は女の顔をしていない(1・2) 

   ｽｳﾞｪﾄﾗｰﾅ ｱﾚｸｼｴｰ ｳﾞｨﾁ ○天  

名人粋人奇人  横井洋司 ○天  

冴えてる一言  久坂部羊 ○天  

清く楽しく美しい推し活 河西邦剛 ○天  

泣きたい夜の甘味処 中山有香里 ○天  

柚木沙弥郎 Tomorrow 柚木沙弥郎 ○天  

ほっきょくでうしをうつ 角幡唯介 ○天  

もじﾓｼﾞ探偵団  雪朱里  ○天  

ｽﾎﾟｰﾂの仕事ってこんなにある  ○天  

スリルライフ  新庄剛志 ○天  

おっさんの掟  谷口真由美 ○天  

54 字の物語∞  氏田雄介 ○法  

5 分後に犯人に迫るﾗｽﾄ ｴﾌﾞﾘｽﾀ  ○法  

君色ﾊﾟﾚｯﾄ(2・3) 佳奈絵  ○法  

恋とｼｪｲｸと春休み 神戸遥真 ○法  

ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ・ﾒｱﾘ  ｱﾝｼｱ ｼﾓﾝｽﾞ ○法   

ななみの海  朝比奈あすか ○天  

外交官になるには 飯島一孝 ○天  

彼の名はｳｫﾙﾀｰ  ｴﾐﾘｰ ﾛｯﾀﾞ ○天  

図書室の奥はあやしい相談室 櫻井とりお ○天  

10 代で知っておきたい「同意」の話 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ ﾊﾝｺｯｸ ○天  

まんがでわかる自宅学習の強化書 葉一  ○天  

10 代と考える「ｽﾏﾎ」 竹内和雄 ○法○天  

13 歳からの地政学 田中孝幸 ○法○天  

都会(まち)のﾄﾑ＆ｿｰﾔ 19 はやみねかおる ○法○天  

 

切手、器、旅の思い出… 
集めているもの何でも OK
です。詳しくは図書館へ。 

芸術・スポーツ 

Y A 

文 学 

中野眞澄さんの 

懐かしい時を想う 

楽譜 

  

○闘…闘病記です。 

○
まる

コレ展参加者募集中！ 


