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 『 創 刊 に あ た っ て 』  
 

 このところ夏を思わせるような陽気になってまいりました。 

 さて、小鹿野町立図書館では、皆様に図書館のことをもっと知っていただけるよう、今

年度から「図書館だより」を毎月発行することといたしました。 

 旬の情報を発信し、さらに親しみのある図書館にしていきたいと考えています。図書館だ

よりへのご意見ご感想、また、図書館への要望等ございましたら遠慮なくお寄せください。 

 また、広報等でお知らせいたしましたが、27年度から30年度まで、4年間の「図書館運

営計画」及び「子ども読書活動推進計画」策定にあたり、皆様のご意見を募集中（締切は

６月１日）です。是非ご覧いただき、忌憚のないご意見をお待ちしております。なお、計

画案は役場、図書館等で閲覧できるほか、ホームページにも掲載しています。（詳しくは、

広報５月号をご覧ください。） 

 これから、さらに図書館充実のために努力して参りますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

                             小鹿野町立図書館職員一同 

図書館ＴＯＰへ

はこちらのＱＲ

コードからもア

クセスできます。 

《開館時間》                      《休館日》                                                                            

 本館       午前10時～午後６時     毎週月曜日及び第3金曜日  

 文化センター分室 午前９時～午後５時      毎週火曜日   
                       ※祝日と重なった場合は開館し、翌日が休館 

【編集後記】 
 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

５　月 ６　月

《プ　チ》 《キッズ》

日　時 5月20日 （水）午前10時30分より 日　時 5月30日 （土）午前10時30分より
場　所 ふるさと総合会館 2階　視聴覚室 場　所 ふるさと総合会館 2階　視聴覚室
対　象 幼稚園就園まえの幼児 対　象 幼児、児童
内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　 内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ、

簡単な工作教室

お は な し の 会

日　時 ５月23日（土）午後2時より
場　所 ふるさと総合会館 2階　視聴覚室

内　容

映　 画 　会

「おむすびころりん」
　むかしむかし、おじいさんがお昼におむ
すびを食べようとしたらおむすびが穴に
落ちて・・・

　ある日心やさしいかんすけさんが助
けたタヌキがお礼にやってきて・・・

「かんすけさんとふしぎな自転車」

館 ま し き 

野
球
の
本
 
鈴
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 783ｽ 
背ラベル「請求記号」 

数字「分類番号」 

カタカナ「図書記号」 

0 総記

1 宗教・哲学

2 地理・歴史

3 社会科学

4 自然科学

5 工業

6 産業

7 芸術

8 ことば

9 文学

分 類 表

め 図 

『ゆうれい回転ずし　たまご焼きのヒミツ』
　　　　　　　　　　佐川 芳枝/作　　やぎ たみこ/絵　講談社

一平は、自分の寿司店を持ちたいと願いながら事故で死んでしまったゆうれい。
天界から店を持つことを許され、困った人を助けるために人間界で回転ずしの店
を出します。営業マンは小学生の潮と綾乃の兄妹。今回は、潮のクラスメイトの理
恵を助けるために働きます。（ゆうれい回転ずしシリーズ 3作目）

〈図書館からのお願い〉
 　図書館の本がやぶれたり、ページがとれてしまっている場合は、セロハンテープなどで貼った
りしないで、そのままの状態でカウンターへお持ちください。ご協力をお願いいたします。

　山々の緑もますます色濃くなり、どこかへ出かけてみたくなりませんか。
そんな時は、図書館で行き先を決めてみてはいかがですか。「まっぷる」や
「るるぶ」など旅行・行楽関係の本もいろいろあります。行き先に迷った時
は、ぜひ図書館の資料を活用してください。
さて、第1号の図書館だよりはどうでしたか。皆さまからのこんな情報を載
せてほしい、こんなコーナーを作ってほしいなどのご意見ご要望もお待ちし
ています。よろしくお願いいたします。

〒368-0201 小鹿野町両神薄2713-1 ふるさと総合会館 2階 

このコーナーでは、毎回、図書館に来た時に役に立つ情
報をお知らせしていきます。
第1回目は、
　
　皆さんは、図書館に来た時、どこに何の本があるか分か
らなくて、困ったことはありませんか。実は、日本の多くの
図書館で採用されている、本を分類・並べるためのルール
があります。それが「日本十進分類法（ＮＤＣ）」です。
　本の内容ごとに ０～９ の数字でジャンル分けし、同じ内
容の本が同じ場所に集まるようになっています。（内容は、
表参照）
　図書館の本の背表紙には、数字やカタカナを書いたラベ
ル（「請求記号」という）が貼ってあり、この数字を「分類番
号」といい、本の内容を表しています。また、カタカナは「図
書記号」といい、著者の名字の頭文字が記載されていま
す。このルールを知っていると、自分の探したい本を見つ
けやすくなります。
次回は、本の「分類」について、もう少し詳しく説明したいと
思います。

「本の探し方」 について 

資　　料　　名 著　　者　　名 出版社

一般 007-ﾏ
子どものネットトラブルに悩む親の法律
知識Ｑ＆Ａ

牧野　和夫∥編 中央経済社

一般 375-ﾀ 誰でもできる算数あそび６０ 算数あそび研究会∥著 東洋館出版社

一般 388-ｵ
昔話はなぜ、お爺さんとお婆さんが主
役なのか

大塚　ひかり∥著 草思社

一般 498-ｼﾞ
滋養ごはん　今日は調子よくないな、と
思った日に食べたい

池田　陽子∥薬膳監修
検見崎　聡美∥料理

日本文芸社

一般 779-ｶ
紙芝居入門　１　紙芝居－演じ方のコ
ツと基礎理論のテキスト

子どもの文化研究所∥編 一声社

一般 F-ｷ 鬼談 京極　夏彦∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

一般 F-ﾅ 神様のカルテ　０ 夏川　草介∥著 小学館

児童 E-ﾋ はらぺことらたとふしぎなクレヨン
あまん　きみこ∥作
広瀬　弦∥絵

ＰＨＰ研究所

児童 E-ﾋ ごはん 平野　恵理子∥作 福音館書店

児童 K-451-ﾎ 台風のサバイバル　生き残り作戦
洪　在徹∥文　　鄭　俊圭∥
絵　　〔Ｌｅｅ　Ｓｏｒａ∥訳〕

朝日新聞出版

児童 K-F-ﾑ ともだちはアリクイ
村上　しいこ∥作　田中　六大
∥絵

ＷＡＶＥ出版

分類

資　　料　　名 著　　者　　名 出版社

一般 335-ﾌ
社会のために働く　未来の仕事と
リーダーが生まれる現場

藤沢　烈∥著 講談社

一般 361-ｻ
このひと言で「会話が苦手」がなくなる本
人間関係で得する人、損する人の法則

齋藤　孝∥著 東洋経済新報社

一般 369-ｻ
季節のリハビリクラフト１２か月　行事・
記念日・歳時を楽しむ６０作品

佐々木　隆志∥監修
工房ＧＥＮ∥著

誠文堂新光社

一般 901-ﾜ
５０代６０代なら誰でも面白い小説が書ける
人生経験を活かすストーリー作成術

わかつき　ひかる∥著 秀和システム

児童 E-ｲ まちのひろばのどうぶつたち 井上　コトリ∥作 あかね書房

児童 E-ﾏ そつぎょう　ふくしまからきた子
松本　猛∥作
 松本　春野∥作・絵

岩崎書店

児童 K-388-ﾖ 妖怪大図鑑 グラフィオ∥編 金の星社

児童 K-F-ｱ さくらいろの季節 蒼沼　洋人∥著 ポプラ社

分　　　類

分類 資　　料　　名 アーティスト名 出版社

演　歌 歌謡紀行　１３　～島根恋旅～ 水森　かおり∥歌手
徳間ジャパン
コミュニケーション

ポップス ここがロドスだ、ここで跳べ！ ＡＫＢ４８∥歌手 キングレコード

ポップス サイレントサイレン Ｓｉｌｅｎｔ Ｓｉｒｅｎ∥歌手 ドリーミュージック

イージーリ
スニング

スピード・ランニング ＳＭＣ

洋 楽 ベスト・オブ ＫＩＳＳ ４０ ＫＩＳＳ（キッス）
ユニバーサル・
ミュージック

洋 楽 ＩＮ　ＴＨＥ　ＬＯＮＥＬＹ　ＨＯＵＲ ＳＡＭ ＳＭＩＴＨ（サム・スミス）
ユニバーサル・
ミュージック

洋 楽 モノクローム チャン・グンソク ポニー・キャニオン

クラシック
希望～Songs for tomorrow
顔晴れ明日のために。

海上自衛隊東京音楽隊　手
塚　裕之∥指揮　三宅　由佳
莉∥ソプラノ

ワーナー
ミュージックジャパ
ン

クラシック ロンド～珠玉のヴァイオリン名曲集
礒　絵里子∥ヴァイオリン
新垣　隆∥ピアノ・作曲

ミューズエン
ターテイメント

分類 資　　料　　名 著　　者　　名 出版社

キッズ
次世代新幹線 はやぶさ&こまち&
あさまビコム鉄道車両シリーズ

ビコム

洋 画 それでも夜は明ける
スティーブ・マックィーン他∥監督
ジョン・リドリー∥脚本
ブラッド・ピット∥製作

ギャガ

洋 画 やさしい本泥棒

ブライアン・パーシヴァル監督，マー
クース・ズーサック原作，ジェフリー・
ラッシュ出演，エミリー・ワトソンほか
出演

２０世紀フォックス
ホームエンターテ
イメントジャパン

教 養
宮沢賢治の生涯　日本で最も読み継
がれる作家の生涯を映像でつづる60
分でわかる!!宮沢賢治

小山　哲哉∥監督
キャピタル
ピクチャーズ

邦 画 銀二貫　１～３
梛川 善郎、小島 史敬∥演出
高田 郁∥原作
林 遣都ほか∥出演

ＮＨＫエンター
プライズ



【図 書】  

蔵書検索へはこち

らのＱＲコードか

らもアクセスでき

ます。 

３/２０～４/２２ に入った資料の一部です。 
掲載以外の資料については、図書館のホームページをご覧
いただくか、新着図書コーナーの一覧表をご覧ください。 
 

新 着 情 報 

【Ｃ Ｄ】  

【DVD】  

【図 書】  

分   室 

本 館 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

５　月 ６　月

《プ　チ》 《キッズ》

日　時 5月20日 （水）午前10時30分より 日　時 5月30日 （土）午前10時30分より
場　所 ふるさと総合会館 2階　視聴覚室 場　所 ふるさと総合会館 2階　視聴覚室
対　象 幼稚園就園まえの幼児 対　象 幼児、児童
内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　 内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ、

簡単な工作教室

お は な し の 会

日　時 ５月23日（土）午後2時より
場　所 ふるさと総合会館 2階　視聴覚室

内　容

映　 画 　会

「おむすびころりん」
　むかしむかし、おじいさんがお昼におむ
すびを食べようとしたらおむすびが穴に
落ちて・・・

　ある日心やさしいかんすけさんが助
けたタヌキがお礼にやってきて・・・

「かんすけさんとふしぎな自転車」

0 総記

1 宗教・哲学

2 地理・歴史

3 社会科学

4 自然科学

5 工業

6 産業

7 芸術

8 ことば

9 文学

分 類 表

今月のおすすめ本 

『ゆうれい回転ずし　たまご焼きのヒミツ』
　　　　　　　　　　佐川 芳枝/作　　やぎ たみこ/絵　講談社

一平は、自分の寿司店を持ちたいと願いながら事故で死んでしまったゆうれい。
天界から店を持つことを許され、困った人を助けるために人間界で回転ずしの店
を出します。営業マンは小学生の潮と綾乃の兄妹。今回は、潮のクラスメイトの理
恵を助けるために働きます。（ゆうれい回転ずしシリーズ 3作目）

今月は「児童書」の中から一冊紹介します。 

〈図書館からのお願い〉
 　図書館の本がやぶれたり、ページがとれてしまっている場合は、セロハンテープなどで貼った
りしないで、そのままの状態でカウンターへお持ちください。ご協力をお願いいたします。

　山々の緑もますます色濃くなり、どこかへ出かけてみたくなりませんか。
そんな時は、図書館で行き先を決めてみてはいかがですか。「まっぷる」や
「るるぶ」など旅行・行楽関係の本もいろいろあります。行き先に迷った時
は、ぜひ図書館の資料を活用してください。
さて、第1号の図書館だよりはどうでしたか。皆さまからのこんな情報を載
せてほしい、こんなコーナーを作ってほしいなどのご意見ご要望もお待ちし
ています。よろしくお願いいたします。

このコーナーでは、毎回、図書館に来た時に役に立つ情
報をお知らせしていきます。
第1回目は、
　
　皆さんは、図書館に来た時、どこに何の本があるか分か
らなくて、困ったことはありませんか。実は、日本の多くの
図書館で採用されている、本を分類・並べるためのルール
があります。それが「日本十進分類法（ＮＤＣ）」です。
　本の内容ごとに ０～９ の数字でジャンル分けし、同じ内
容の本が同じ場所に集まるようになっています。（内容は、
表参照）
　図書館の本の背表紙には、数字やカタカナを書いたラベ
ル（「請求記号」という）が貼ってあり、この数字を「分類番
号」といい、本の内容を表しています。また、カタカナは「図
書記号」といい、著者の名字の頭文字が記載されていま
す。このルールを知っていると、自分の探したい本を見つ
けやすくなります。
次回は、本の「分類」について、もう少し詳しく説明したいと
思います。

資　　料　　名 著　　者　　名 出版社

一般 007-ﾏ
子どものネットトラブルに悩む親の法律
知識Ｑ＆Ａ

牧野　和夫∥編 中央経済社

一般 375-ﾀ 誰でもできる算数あそび６０ 算数あそび研究会∥著 東洋館出版社

一般 388-ｵ
昔話はなぜ、お爺さんとお婆さんが主
役なのか

大塚　ひかり∥著 草思社

一般 498-ｼﾞ
滋養ごはん　今日は調子よくないな、と
思った日に食べたい

池田　陽子∥薬膳監修
検見崎　聡美∥料理

日本文芸社

一般 779-ｶ
紙芝居入門　１　紙芝居－演じ方のコ
ツと基礎理論のテキスト

子どもの文化研究所∥編 一声社

一般 F-ｷ 鬼談 京極　夏彦∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

一般 F-ﾅ 神様のカルテ　０ 夏川　草介∥著 小学館

児童 E-ﾋ はらぺことらたとふしぎなクレヨン
あまん　きみこ∥作
広瀬　弦∥絵

ＰＨＰ研究所

児童 E-ﾋ ごはん 平野　恵理子∥作 福音館書店

児童 K-451-ﾎ 台風のサバイバル　生き残り作戦
洪　在徹∥文　　鄭　俊圭∥
絵　　〔Ｌｅｅ　Ｓｏｒａ∥訳〕

朝日新聞出版

児童 K-F-ﾑ ともだちはアリクイ
村上　しいこ∥作　田中　六大
∥絵

ＷＡＶＥ出版

分類

資　　料　　名 著　　者　　名 出版社

一般 335-ﾌ
社会のために働く　未来の仕事と
リーダーが生まれる現場

藤沢　烈∥著 講談社

一般 361-ｻ
このひと言で「会話が苦手」がなくなる本
人間関係で得する人、損する人の法則

齋藤　孝∥著 東洋経済新報社

一般 369-ｻ
季節のリハビリクラフト１２か月　行事・
記念日・歳時を楽しむ６０作品

佐々木　隆志∥監修
工房ＧＥＮ∥著

誠文堂新光社

一般 901-ﾜ
５０代６０代なら誰でも面白い小説が書ける
人生経験を活かすストーリー作成術

わかつき　ひかる∥著 秀和システム

児童 E-ｲ まちのひろばのどうぶつたち 井上　コトリ∥作 あかね書房

児童 E-ﾏ そつぎょう　ふくしまからきた子
松本　猛∥作
 松本　春野∥作・絵

岩崎書店

児童 K-388-ﾖ 妖怪大図鑑 グラフィオ∥編 金の星社

児童 K-F-ｱ さくらいろの季節 蒼沼　洋人∥著 ポプラ社

分　　　類

分類 資　　料　　名 アーティスト名 出版社

演　歌 歌謡紀行　１３　～島根恋旅～ 水森　かおり∥歌手
徳間ジャパン
コミュニケーション

ポップス ここがロドスだ、ここで跳べ！ ＡＫＢ４８∥歌手 キングレコード

ポップス サイレントサイレン Ｓｉｌｅｎｔ Ｓｉｒｅｎ∥歌手 ドリーミュージック

イージーリ
スニング

スピード・ランニング ＳＭＣ

洋 楽 ベスト・オブ ＫＩＳＳ ４０ ＫＩＳＳ（キッス）
ユニバーサル・
ミュージック

洋 楽 ＩＮ　ＴＨＥ　ＬＯＮＥＬＹ　ＨＯＵＲ ＳＡＭ ＳＭＩＴＨ（サム・スミス）
ユニバーサル・
ミュージック

洋 楽 モノクローム チャン・グンソク ポニー・キャニオン

クラシック
希望～Songs for tomorrow
顔晴れ明日のために。

海上自衛隊東京音楽隊　手
塚　裕之∥指揮　三宅　由佳
莉∥ソプラノ

ワーナー
ミュージックジャパ
ン

クラシック ロンド～珠玉のヴァイオリン名曲集
礒　絵里子∥ヴァイオリン
新垣　隆∥ピアノ・作曲

ミューズエン
ターテイメント

分類 資　　料　　名 著　　者　　名 出版社

キッズ
次世代新幹線 はやぶさ&こまち&
あさまビコム鉄道車両シリーズ

ビコム

洋 画 それでも夜は明ける
スティーブ・マックィーン他∥監督
ジョン・リドリー∥脚本
ブラッド・ピット∥製作

ギャガ

洋 画 やさしい本泥棒

ブライアン・パーシヴァル監督，マー
クース・ズーサック原作，ジェフリー・
ラッシュ出演，エミリー・ワトソンほか
出演

２０世紀フォックス
ホームエンターテ
イメントジャパン

教 養
宮沢賢治の生涯　日本で最も読み継
がれる作家の生涯を映像でつづる60
分でわかる!!宮沢賢治

小山　哲哉∥監督
キャピタル
ピクチャーズ

邦 画 銀二貫　１～３
梛川 善郎、小島 史敬∥演出
高田 郁∥原作
林 遣都ほか∥出演

ＮＨＫエンター
プライズ


