
《開館時間》　　　　　                  
　本館　　　　　　　午前10時～午後６時　　   　 
　文化センター分室　午前９時～午後５時 

《休館日》

　　　　　　　　　　　　　 
  ※祝日と重なった場合は開館し、翌日が休館 

　本館              　毎週月曜日及び第3金曜日 

  文化センター分室  　毎週火曜日  

発行･編集：小鹿野町立図書館                

TEL ： 0494-79-0150 FAX : 0494-72-3206 
E-mail：tosyokan@town.ogano.lg.jp 
HP：https://www.town.ogano.lg.jp/kakuka/tosyokan/tosyokantop.html 

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。 

【編集後記】 
 

館 ま し き め 図 

〒368-0201 小鹿野町両神薄2713-1 両神ふるさと総合会館 2階 

こどもの読書週間（4/23～5/12）に実施したイベント紹介 

 梅雨に入り、お家で過ごす日も増えてきましたね。そんな時は図書館で、
本やCD・DVDを借りてまったり過ごしてみるのはいかがでしょうか。 
 さて、来月７月号からの図書館だよりですが、毎戸配布になります。ご家
庭でゆっくりご覧ください。まだまだ、至らない点があるかと思いますが、
これからもよろしくお願いいたします。             （R_K ） 

毎月のおはなしの会のようす 工作教室（牛乳パックモビール） 5/5（火） 5月の工作でつくったもの 

 おはなしの会では、図書館ボランティアの「てっこはっこ」のみなさんによる、絵本の読み聞か

せや紙芝居、楽しい手あそびなどを行っています。子どもの頃に、本とふれ合う機会を持つことは

とても大事なことです。おうちのでの読み聞かせも必要ですが、本を選んで読んであげる…となる

と、なかなか難しいものがありますよね。おはなしの会なら、図書館に足を運ぶだけで、楽しいお

はなしを聞くことができます。読み聞かせを通して、親子でいろいろなおはなしにふれてみません

か。 

 また、毎月のおはなしの会（キッズ）では、読み聞かせのあとに、簡単な工作教室も行っていま

す。材料費や道具は必要ありません。どちらも入退室自由ですので、ぜひ一度見に来てくださいね。 

   工作教室では、牛乳パックを利用してモ

ビールを作りました。海の生き物やウサギ

など、色々なものが出来ました。小さな子

も保護者の方に手伝ってもらいながら、一

生懸命作っていました。 

 写真に載っているものは、図書館に飾っ

てあるので見にきてくださいね。 

 

図書館職員体験講座 4/29（水） 

   図書館体験では、子どもたちにカウン

ター業務や書架の整理、ブックコートや壁

面製作など、実際の仕事を体験してもらい

ました。 

 夏休みにも、体験講座を行いますので、

本が好きな子や図書館の仕事に興味がある

子はぜひ参加してくださいね。 

 

種類 分類 資　　料　　名 著　　者　　名 出版社 所蔵館

一般書 021-ﾖ 著作権法を考える１０の視点 吉田 大輔∥著 出版ニュース社 本館

一般書 146-ｷ
嫌われる勇気　自己啓発の源流
「アドラー」の教え

岸見 一郎∥著　古賀 史健
∥著

ダイヤモンド社 本館

一般書 148-ﾀ
すてきな漢字に出あえる赤ちゃんの
名づけ事典

大修館書店編集部∥編 大修館書店 本館

一般書 159-ﾀ
旅する名言　最高の自分に出会う
６３の言葉と絶景

リベラル社 本館

一般書 291-ｱ 歩く地図鎌倉・横浜散歩　２０１６ 成美堂出版 本館

一般書 369-ｺ
子どもと福祉　Ｖｏｌ．７　特集児童相談所と
児童養護施設との連携ほか

『子どもと福祉』編集委員会
∥編集

明石書店 本館

一般書 498-ｶ
人生を楽しんでいる人は歳をとらない
医学データが教える

川田 浩志∥〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

本館

一般書 502-ｺ
日本のものづくり遺産　未来技術遺産のす
べて

国立科学博物館産業技術
史資料情報センター∥監修

山川出版社 本館

一般書 570-ﾀ
生活用品の化学が一番わかる　生活に
不可欠な化学の力を身近な製品で解説

武田 徳司∥著　平松 紘実
∥著　喜多 泰夫∥著

技術評論社 本館

一般書 589-ｵ 大人になったら、着たい服　２０１５春夏 主婦と生活社 本館

一般書 611-ｻ 山村再生ビジネスとマーケティング 山村再生研究会∥編
日本林業調査
会

本館

一般書 675-ﾜ 新・買ってはいけない　１０ 渡辺 雄二∥著 金曜日 本館
一般書 914.6-ｼ 孫物語 椎名 誠∥著 新潮社 本館

一般書 914-ｻ 堕落論
坂口 安吾∥作
松尾 清貴∥現代語訳

理論社 本館

一般書 933-ﾌ ハーバード同窓会殺人事件
ティモシー・フラー∥著
清水 裕子∥訳

論創社 本館

一般書 950-ｽ ペロー昔話を読み解く　赤ずきんの森へ 末松 氷海子∥著 西村書店 本館
一般書 F-ﾀ 思い出のとき修理します　３　空からの時報 谷 瑞恵∥著 集英社 本館
一般書 F-ﾐ 物語のおわり 湊 かなえ∥著 朝日新聞出版 本館
一般書 YA-F-ｱ 白球ガールズ 赤澤 竜也∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本館

一般書 596-ｼ
だれにも聞けない料理のギモン解決しま
す！　私のジョーシキ、いまの常識とズレて
る？

主婦の友社∥編 主婦の友社 分室

一般書 617-ｴ
育てておいしいヘルシー植物
１３０種類を紹介！

ＮＨＫ出版∥編
池上 文雄∥監修
北条 雅章∥監修
石倉 ヒロユキ∥監修

ＮＨＫ出版 分室

児童書 E-ｶ 一ねんせいになったら
まど みちお∥詞
かべや ふよう∥絵

ポプラ社 本館

児童書 E-ｼ ヨハンナの電車のたび
カトリーン・シェーラー∥作
松永 美穂∥訳

西村書店 本館

児童書 E-ｽ １２にんのいちにち 杉田 比呂美∥作 あすなろ書房 本館
児童書 E-ｽ これなあに？ ＊すまいるママ＊∥作 フレーベル館 本館

児童書 K-911-ﾊ おどる詩あそぶ詩きこえる詩
はせ みつこ∥編
飯野 和好∥絵

冨山房インター
ナショナル

本館

児童書 K-943-ﾃ
ピッチの王様　１
４人の誓い

ティロ∥文　若松 宣子∥訳
森川 泉∥絵

ほるぷ出版 本館

0 総記 600 産業 610 農業

1 宗教・哲学 610 農業 611 農業経済

2 地理・歴史 620 園芸 612 農業史・事情

3 社会科学 630 蚕糸業 613 農業基礎学

4 自然科学 640 畜産業 614 農業工学

5 技術・工業 650 林業 615 作物栽培・作物学

6 産業 660 水産業 616 食用作物

7 芸術・ｽﾎﾟｰﾂ 670 商業 617 工芸作物

8 ことば 680 運輸・交通 618 繊維作物

9 文学 690 通信事業 619 農産物製造・加工

こんにちは、「ぴょん太」だよ。 

牛乳パックと輪ゴムで、でき

てるんだ。ジャンプがとくい

だよ。 

図書館のどこかにいるよ。

どこにいるのかな？みんな、

探してね！ 

読み聞かせや紙芝居

が始まると、子どもた

ちは真剣な表情で聞

いています。 

みんなすごい集中力

ですね。 

｢本の分類｣  について

　
　図書館の本は、「日本十進分類法（通称 ＮＤＣ）」に
よって分類され棚に並べられています。
　この分類法は、主題（テーマ）ごとにまとまりをつけ、
資料を探しやすくする役割を持っています。まず、０～
９までの１０区分で大きく分類され、その区分の下は、
さらに０～９で分類され、またその下に・・・と続きま
す。つまり、大きな区分の中をさらに細かく主題ごとに
分けることで、資料が探しやすくなっているのです。
　図書館の本には、背表紙の下にラベルが貼ってあ
ります。（５月号参照）このラベルの数字が「分類」を
表しています。
たとえば、「６」産業→「610」農業→「615」作物栽培・
作物学となるわけです。ぜひ、参考にしてください。

《開館時間》　　　　　                  

《休館日》

　本館              毎週月曜日及び第３金曜日

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

　本館　　　　　　　午前10時～午後６時　　   　 

　文化センター分室　午前９時～午後５時 

《プ　チ》 《キッズ》

日　時 6月17日 (水)午前10時30分より 日　時 6月27日 (土)午前10時30分より

場　所 両神ふるさと総合会館 2階 視聴覚室 場　所 両神ふるさと総合会館 2階 視聴覚室

対　象 幼稚園就園前の乳幼児 対　象 幼児、児童
内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　 内　容

簡単な工作教室

お  は  な  し  の  会

紙芝居、絵本の読み聞かせ、
簡単な工作教室

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

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

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

28 29 30 26 27 28 29 30 31

６　月 ７　月

610農業

615作物栽培の棚

背ラベル

「自然栽培ひとすじに」
木村 秋則/著

(株)創森社/2007年発行

農薬により家族が体を傷めたこ
とから完全無農薬、無肥料栽培
を模索し、自然栽培を確立する
までを紹介

615キ

第２回 



《開館時間》　　　　　                  
　本館　　　　　　　午前10時～午後６時　　   　 
　文化センター分室　午前９時～午後５時 

《休館日》

　　　　　　　　　　　　　 
  ※祝日と重なった場合は開館し、翌日が休館 

　本館              　毎週月曜日及び第3金曜日 

  文化センター分室  　毎週火曜日  

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。 

４/２４～５/２１ 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 資 料 内 案 
新 着 か ら 

★ 今月のおすすめ本 ★ 

今月は、「図書館長」です！

『 旅する名言 最高の自分に出会う６３の言葉と絶景 』   
                                 編集・出版 / リベラル社 

 

 人生を変える言葉がある。人生を変える景色がある。絶景×名言が、

あなたの世界を変える！ 
 

 この本は絶景と言葉が一緒に載っているが、その二つのマッチングが

とても素晴らしい。言葉だけでも、写真だけでも良いが、この二つが合

わさることにより、さらにより良いものになっている。特に、ショーペンハ

ウアーとウユニ塩湖は必見！ 
 
 たった一言が人に与える影響力の大きさは、計り知れないものがある

ということがよくわかる一冊。あなたもこの本でお気に入りの言葉と絶景

を探してみよう。  

館長  石田  加津美 

『人生がうまくいく「心のスイッチ」の入れ方 』 
                                  平本 相武 / 著  大和出版 
 

    私は日頃から、自分の気持ちが「下方向」に向いてきたときに、気

持ちを立て直すために何か参考になる本がないかと模索していまし

た。その折、この本を見つけました。うまくいかない！だからこそ「本当

はどうしたい？」と考え、行きたい方向に意識を向けるなどなど、項目

別になっているためとても読みやすくなっています。現役で忙しかった

ときだったので、読むのにもうってつけでした。これでちょっぴりスイッ

チが入ったような気がしました。 

    悩んだときに自分にあった本に出合えるのは、自分を高めてくれる

大きな要素です。皆様も何かで悩んだときには、ぜひ図書館にきてく

ださい。きっと良い本とであうことができると思います。 
 

種類 分類 資　　料　　名 著　　者　　名 出版社 所蔵館

一般書 021-ﾖ 著作権法を考える１０の視点 吉田 大輔∥著 出版ニュース社 本館

一般書 146-ｷ
嫌われる勇気　自己啓発の源流
「アドラー」の教え

岸見 一郎∥著　古賀 史健
∥著

ダイヤモンド社 本館

一般書 148-ﾀ
すてきな漢字に出あえる赤ちゃんの
名づけ事典

大修館書店編集部∥編 大修館書店 本館

一般書 159-ﾀ
旅する名言　最高の自分に出会う
６３の言葉と絶景

リベラル社 本館

一般書 291-ｱ 歩く地図鎌倉・横浜散歩　２０１６ 成美堂出版 本館

一般書 369-ｺ
子どもと福祉　Ｖｏｌ．７　特集児童相談所と
児童養護施設との連携ほか

『子どもと福祉』編集委員会
∥編集

明石書店 本館

一般書 498-ｶ
人生を楽しんでいる人は歳をとらない
医学データが教える

川田 浩志∥〔著〕
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

本館

一般書 502-ｺ
日本のものづくり遺産　未来技術遺産のす
べて

国立科学博物館産業技術
史資料情報センター∥監修

山川出版社 本館

一般書 570-ﾀ
生活用品の化学が一番わかる　生活に
不可欠な化学の力を身近な製品で解説

武田 徳司∥著　平松 紘実
∥著　喜多 泰夫∥著

技術評論社 本館

一般書 589-ｵ 大人になったら、着たい服　２０１５春夏 主婦と生活社 本館

一般書 611-ｻ 山村再生ビジネスとマーケティング 山村再生研究会∥編
日本林業調査
会

本館

一般書 675-ﾜ 新・買ってはいけない　１０ 渡辺 雄二∥著 金曜日 本館
一般書 914.6-ｼ 孫物語 椎名 誠∥著 新潮社 本館

一般書 914-ｻ 堕落論
坂口 安吾∥作
松尾 清貴∥現代語訳

理論社 本館

一般書 933-ﾌ ハーバード同窓会殺人事件
ティモシー・フラー∥著
清水 裕子∥訳

論創社 本館

一般書 950-ｽ ペロー昔話を読み解く　赤ずきんの森へ 末松 氷海子∥著 西村書店 本館
一般書 F-ﾀ 思い出のとき修理します　３　空からの時報 谷 瑞恵∥著 集英社 本館
一般書 F-ﾐ 物語のおわり 湊 かなえ∥著 朝日新聞出版 本館
一般書 YA-F-ｱ 白球ガールズ 赤澤 竜也∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本館

一般書 596-ｼ
だれにも聞けない料理のギモン解決しま
す！　私のジョーシキ、いまの常識とズレて
る？

主婦の友社∥編 主婦の友社 分室

一般書 617-ｴ
育てておいしいヘルシー植物
１３０種類を紹介！

ＮＨＫ出版∥編
池上 文雄∥監修
北条 雅章∥監修
石倉 ヒロユキ∥監修

ＮＨＫ出版 分室

児童書 E-ｶ 一ねんせいになったら
まど みちお∥詞
かべや ふよう∥絵

ポプラ社 本館

児童書 E-ｼ ヨハンナの電車のたび
カトリーン・シェーラー∥作
松永 美穂∥訳

西村書店 本館

児童書 E-ｽ １２にんのいちにち 杉田 比呂美∥作 あすなろ書房 本館
児童書 E-ｽ これなあに？ ＊すまいるママ＊∥作 フレーベル館 本館

児童書 K-911-ﾊ おどる詩あそぶ詩きこえる詩
はせ みつこ∥編
飯野 和好∥絵

冨山房インター
ナショナル

本館

児童書 K-943-ﾃ
ピッチの王様　１
４人の誓い

ティロ∥文　若松 宣子∥訳
森川 泉∥絵

ほるぷ出版 本館

新着の棚は、入口から見て正面左です 

0 総記 600 産業 610 農業

1 宗教・哲学 610 農業 611 農業経済

2 地理・歴史 620 園芸 612 農業史・事情

3 社会科学 630 蚕糸業 613 農業基礎学

4 自然科学 640 畜産業 614 農業工学

5 技術・工業 650 林業 615 作物栽培・作物学

6 産業 660 水産業 616 食用作物

7 芸術・ｽﾎﾟｰﾂ 670 商業 617 工芸作物

8 ことば 680 運輸・交通 618 繊維作物

9 文学 690 通信事業 619 農産物製造・加工

図書館にきて、どれを

借りようかなと迷ったら、

まずは新着コーナーを

ご覧ください。 
 

いろいろなジャンルの

本、ＣＤ、ＤＶＤと取りそ

ろえているので、借りた

い資料が見つかるかも

しれません。 
 

｢本の分類｣  について

　
　図書館の本は、「日本十進分類法（通称 ＮＤＣ）」に
よって分類され棚に並べられています。
　この分類法は、主題（テーマ）ごとにまとまりをつけ、
資料を探しやすくする役割を持っています。まず、０～
９までの１０区分で大きく分類され、その区分の下は、
さらに０～９で分類され、またその下に・・・と続きま
す。つまり、大きな区分の中をさらに細かく主題ごとに
分けることで、資料が探しやすくなっているのです。
　図書館の本には、背表紙の下にラベルが貼ってあ
ります。（５月号参照）このラベルの数字が「分類」を
表しています。
たとえば、「６」産業→「610」農業→「615」作物栽培・
作物学となるわけです。ぜひ、参考にしてください。

《開館時間》　　　　　                  

《休館日》

　本館              毎週月曜日及び第３金曜日

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

　本館　　　　　　　午前10時～午後６時　　   　 

　文化センター分室　午前９時～午後５時 

《プ　チ》 《キッズ》

日　時 6月17日 (水)午前10時30分より 日　時 6月27日 (土)午前10時30分より

場　所 両神ふるさと総合会館 2階 視聴覚室 場　所 両神ふるさと総合会館 2階 視聴覚室

対　象 幼稚園就園前の乳幼児 対　象 幼児、児童
内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　 内　容

簡単な工作教室

お  は  な  し  の  会

紙芝居、絵本の読み聞かせ、
簡単な工作教室

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

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

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

28 29 30 26 27 28 29 30 31

６　月 ７　月

610農業

615作物栽培の棚

背ラベル

「自然栽培ひとすじに」
木村 秋則/著

(株)創森社/2007年発行

農薬により家族が体を傷めたこ
とから完全無農薬、無肥料栽培
を模索し、自然栽培を確立する
までを紹介

615キ


