
　9月18日(金)

三田川小学校 午前10時20分～11時

三田川10区公会堂 午前11時20分～11時50分

長若小学校 午後　1時　　　～　1時40分

　◎貸出には、利用カードが必要です。カードをお持ちでない方は
     その場でカードを発行いたします。身分証等をお持ちください。
　◎悪天候等の場合は、巡回を中止することがあります。
　　あらかじめご了承ください。
　

《プ　チ》 《キッズ》

日　時 日　時

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 〉

９月９日（水）午前10時30分より ９月２６日（土）午前10時30分より

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

K-141-ﾔ
小学生からはじめる考える力が身につく本　ロ
ジカルシンキング

山崎　紅∥著 日経ＢＰ社 分室

K-159-ﾑ
むのたけじ１００歳のジャーナリストからきみへ　平和　戦
争は母親と子どもをもっとも苦しめて悲しませる。

むの　たけじ∥著
菅　聖子∥著

汐文社 本館

K-518-ﾅ コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村　文人∥文 佼成出版社 本館
K-F-ｽ ぞくぞく村のランプの精ジンジン 末吉　暁子∥作　垂石　眞子∥絵 あかね書房 本館
K-F-ﾀ たぬきがくるよ 高科　正信∥作　寺門　孝之∥絵 ＢＬ出版 分室
E-ｸ つなみのえほん　ぼくのふるさと くどう　まゆみ∥ぶん・え 市井社 本館
E-ｻ びっくりおおかみ 佐々木　マキ∥作・絵 フレーベル館 本館

E-ﾊ シルヴィーどうぶつえんへいく
ジョン・バーニンガム∥さく
たにかわ　しゅんたろう∥やく

ＢＬ出版 本館

E-ﾔ ちいさなおおきなき
夢枕　獏∥作
山村　浩二∥絵

小学館 本館

E-ｻ よんでよんで
ときわ　ひろみ∥さく　さとう
あや∥え

教育画劇 分室

E-ﾈ このあしだあれ？ ネイチャー＆サイエンス∥編 河出書房新社 分室
E-ﾈ なにかいる！どこにいる？ ネイチャー＆サイエンス∥編 河出書房新社 分室

【児童書】　　

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

159-ﾀ 高峰秀子の人生相談 高峰　秀子∥著 河出書房新社 本館

367-ｼ
６０歳からの「ひとり暮らし」実例とアイデア集　い
つまでも楽しく！ひとり上手のレッスンＢＯＯＫ

ゆうゆう編集部∥編 主婦の友社 本館

385-ｵ 懐紙で包む、まごころを贈る 長田　なお∥著 淡交社 本館
498-ｼ やってはいけない「食べ合わせ」　体にいいつもりが逆効果！ 白鳥　早奈英∥著 青春出版社 本館

596-ｳ
「時短」で作ると、料理は美味しい！　ウー・ウェン
流７７の簡単レシピ

ウー　ウェン∥著 マガジンハウス 分室

599-ｲ 好印象を与えるママ＆パパの子連れマナー 岩下　宣子∥著 主婦と生活社 本館
748-ｵ 戦争は終わっても終わらない　大石芳野写真集 大石　芳野∥著 藤原書店 本館
F-ｱ 東京零年 赤川　次郎∥著 集英社 本館
F-ｱ 姫神 安部　龍太郎∥著 文藝春秋 本館
F-ｵ 金魚姫 荻原　浩∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本館
F-ｺ 道徳の時間 呉　勝浩∥著 講談社 本館
F-ｼ ふたえ 白河　三兎∥著 祥伝社 分室
F-ﾊ スクラップ・アンド・ビルド 羽田　圭介∥著 文藝春秋 本館
914.6-ｵ 本に語らせよ 長田　弘∥著 幻戯書房 本館
933-ﾗ ジョージ・サンダース殺人事件 クレイグ・ライス∥著　森村　たまき∥訳 原書房 分室

【一般書】　　

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】 
 

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

 こんにちは。今年の夏休みは満喫できましたか。夏の厳しい暑さも少しずつ和らぎ、
秋の気配を感じられるようになってきました。季節の変わり目には体調を崩しやすいので
気をつけてくださいね。スポーツの秋に読書の秋、色々な秋を楽しみましょう。（R_K ） 

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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しばざくら号 

移 動 図 書 館 

《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、翌日が休館となります。 

　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

　※9月13日は町民劇場開催のため、分室は臨時休館となります。

分類 資　　　　料　　　　名 アーティスト 出　版　社  等 所蔵館

ポップス THE　BEST！　私のドリカム DREAMS　COME　TRUE∥歌 ユニバーサルミュージック 本館
ポップス NSPベストセレクション NSP∥演奏 ヤマハ ミュージック コミュニケーションズ 本館
ポップス レインボーロード 絢香∥歌 エイベックス ミュージック クリエティヴ 本館
ポップス ClaChic-クラシック- 高橋　真梨子∥歌 ビクターエンタテイメント 本館
クラシック THEテーマ　SPECIAL シエナ　ウインド　オーケストラ エイベックス ミュージック クリエティヴ 本館
クラシック アルハンブラの想い出 小原　孝∥ピアノ，編曲 キングレコード 本館

童謡 あそびうたベスト たにぞうほか∥うた キングレコード 本館
教養 いっぱいあそぼう！えいごのうた 日本コロムビア 本館
教養 にほんごであそぼ 小錦　八十吉ほか出演 ワーナーミュージック 本館
演歌 新・演歌名曲コレクション 氷川きよし∥歌 日本コロムビア 本館
演歌 演歌夢語り 福田　こうへい∥歌 キングレコード 本館
民謡 総振付　日本の盆踊り集 日本コロムビア 本館

【CＤ】

子ども・中高校生向け                           

◆絵  本  『よーいどん！』  中川ひろたか 文 村上康成 絵／童心社 

                         『どろぼうがっこうだいうんどうかい』  かこさとし  著／偕成社 

 ◆読み物   『１ねん１くみ１とうしょう』  後藤竜二 作 長谷川知子 絵／ポプラ社 

               『ゆうれい運動会』  三田村信行 作 永島慎二 絵／教育画劇 

              『六月のリレー』  伊沢由美子  著／偕成社 

               『一瞬の風になれ１・２・３』  佐藤多佳子 著／講談社 

   ◆学    習  『すぐできるかけっことびばこなわとび』  東京大学大学院教授 

                                                                                                                                     深代千之 監修／集英社 

                 『やろうよ陸上競技』  中田有紀 著／ベースボールマガジン社                                  

大人向け                           

◆小  説  『風が強く吹いている』 三浦しをん  著／新潮社 

                         『チーム』 堂場瞬一著／実業之日本社 

  ◆エッセイ 『走ることについて語るときに僕の語ること』 村上春樹  著／文藝春秋 

 ◆教  養  『仕事に効く脳を鍛えるスロージョギング』  

                 久保田競 著 田中宏暁 著／KADOKAWA （角川ＳＳＣ新書） 

                『がんばらないで楽に長く走る』 鮎川良  作／学研パブリッシング 

    ◆Ｃ  Ｄ  『ヘルシーボディミュージック ～ジョギング・エクササイズ』  

                                   （オムニバス） 

            『スピードランニング』 （オムニバス）                                

  朝晩、だいぶ涼しくなってきました。これから体を動かすのちょうどいい季節がやって
きます。運動会やロードレース大会など、走ったり動いたりする行事もありますね。普段

は車で通り過ぎてしまう道も自分の足で走ったり、自転車で走ってみたりと、肌で風を感

じながら通ってみると、いつもと違う風景に出合えるかもしれません。 

 今月の特集は、「スポーツの秋～走る～」です。足が速くなる本やジョギングに関する

本、「走る」世界を描いた小説、ランニングの時に聴く音楽などいろいろな資料を集めて

みました。 

文 化 セ ン タ ー 分 室 臨 時 休 館

町民劇場開催のため、９月１３日（日）は文化センター内の小鹿野町立図書館分室を臨時休館い
たします。利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

夏 季 開 館 時 間 延 長 （ 本 館 の み ）

いつも図書館をご利用頂きありがとうございます。より多くの方にご利用頂くため、７月～９月
の間、毎週金曜日の開館時間を午後７時まで延長しております。（９/１８日の休館日を除く）
この機会にぜひ図書館をご利用ください。
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分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館
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K-F-ｽ ぞくぞく村のランプの精ジンジン 末吉　暁子∥作　垂石　眞子∥絵 あかね書房 本館
K-F-ﾀ たぬきがくるよ 高科　正信∥作　寺門　孝之∥絵 ＢＬ出版 分室
E-ｸ つなみのえほん　ぼくのふるさと くどう　まゆみ∥ぶん・え 市井社 本館
E-ｻ びっくりおおかみ 佐々木　マキ∥作・絵 フレーベル館 本館

E-ﾊ シルヴィーどうぶつえんへいく
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E-ﾈ なにかいる！どこにいる？ ネイチャー＆サイエンス∥編 河出書房新社 分室
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分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館
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６０歳からの「ひとり暮らし」実例とアイデア集　い
つまでも楽しく！ひとり上手のレッスンＢＯＯＫ

ゆうゆう編集部∥編 主婦の友社 本館

385-ｵ 懐紙で包む、まごころを贈る 長田　なお∥著 淡交社 本館
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748-ｵ 戦争は終わっても終わらない　大石芳野写真集 大石　芳野∥著 藤原書店 本館
F-ｱ 東京零年 赤川　次郎∥著 集英社 本館
F-ｱ 姫神 安部　龍太郎∥著 文藝春秋 本館
F-ｵ 金魚姫 荻原　浩∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本館
F-ｺ 道徳の時間 呉　勝浩∥著 講談社 本館
F-ｼ ふたえ 白河　三兎∥著 祥伝社 分室
F-ﾊ スクラップ・アンド・ビルド 羽田　圭介∥著 文藝春秋 本館
914.6-ｵ 本に語らせよ 長田　弘∥著 幻戯書房 本館
933-ﾗ ジョージ・サンダース殺人事件 クレイグ・ライス∥著　森村　たまき∥訳 原書房 分室

【一般書】　　

新 着 資 料 内 案 
７/１９～８/２０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。  

〔Ｆ＝小説・読み物  Ｅ＝絵本  Ｋ＝児童書  Ｙ＝ヤングアダルト(中学生・高校生向け)〕 

 今年の夏休みも終わりましたが、みなさん楽しい夏休みを過ごせましたか。図書館

では楽しいイベントが盛りだくさんでした。その時の様子をご紹介します。 

夏休みはイベントがたくさんありました！ 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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９　月 １０　月

  

今 月 の お す す め 本   

 ひとり降り立った夏のベルリン。はじめての異国、初めて出会う人々。そし

て、７０年もの間、封印されていた秘密…。１４歳の隠れギター少年レオの、

青春ラプソディ！[BOOKデータベースより] 

  

 この本は子どもだけでなく大人にも読んでもらいたい本です。単なる中学

生の旅行記ではなく、音楽、ドイツの歴史、移民や人種、戦争のことにもふ

れていて、色々と考えさせられる１冊となっています。ビートルズやバッハ

など、実際に存在するアーティストの曲も作中に色々と登場するので、

ジャズ、ロック、クラシックに興味がある人にもおすすめです。 

『星空ロック』    

     

     那須田淳 著／あすなろ書房 

夏休みのイベントはいかがでしたか。これからも色々なイベントを開催していきますの

で、たくさん参加してくださいね。<(_ _)> 

第６０回青少年読書感想文

全国コンクール 

課題図書 中学校の部 
図書館員  

オススメ！  

工作中の様子です。 

牛乳パックを切り、帽

子の形に貼り合わせ

て、フェルトを貼れば

完成です。アレンジは

お好みで。 

素敵な帽子がたくさん

できました。 

８／６ （木） 夏休み工作教室  「牛乳パックぼうし」 

工作を行う前に、絵本の

読み聞かせを行いました。

みんなおはなしに夢中で

す。 

色々な帽子がでてくる楽

しい絵本なので、興味の

ある方はぜひ読んでみて

ください。 

読んだ絵本 

 『おおきなおおきなぼうし』 

加山美子・作 上野紀子・絵 

８／８ （土） 図書館職員体験         

記念撮影の様子です。 

てんとう虫やくわがた

虫、りすなどを作りまし

た。 

２本のひもを交互に

引っ張ると、するすると

動きながら登っていき

ます。 

図書の貸出の様子です。 

ブックカバーや書架整理、

壁面飾りを体験してもらい

ました。今後も、随時実施

していきます。体験してみ

たいという小・中学生の方

は、図書館へお問い合わ

せください。 

8/20 （木） 夏休み工作教室 「するするクライマー」       

ぼうし完成！ 

《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、翌日が休館となります。 

　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

　※9月13日は町民劇場開催のため、分室は臨時休館となります。

分類 資　　　　料　　　　名 アーティスト 出　版　社  等 所蔵館

ポップス THE　BEST！　私のドリカム DREAMS　COME　TRUE∥歌 ユニバーサルミュージック 本館
ポップス NSPベストセレクション NSP∥演奏 ヤマハ ミュージック コミュニケーションズ 本館
ポップス レインボーロード 絢香∥歌 エイベックス ミュージック クリエティヴ 本館
ポップス ClaChic-クラシック- 高橋　真梨子∥歌 ビクターエンタテイメント 本館
クラシック THEテーマ　SPECIAL シエナ　ウインド　オーケストラ エイベックス ミュージック クリエティヴ 本館
クラシック アルハンブラの想い出 小原　孝∥ピアノ，編曲 キングレコード 本館

童謡 あそびうたベスト たにぞうほか∥うた キングレコード 本館
教養 いっぱいあそぼう！えいごのうた 日本コロムビア 本館
教養 にほんごであそぼ 小錦　八十吉ほか出演 ワーナーミュージック 本館
演歌 新・演歌名曲コレクション 氷川きよし∥歌 日本コロムビア 本館
演歌 演歌夢語り 福田　こうへい∥歌 キングレコード 本館
民謡 総振付　日本の盆踊り集 日本コロムビア 本館

【CＤ】

文 化 セ ン タ ー 分 室 臨 時 休 館

町民劇場開催のため、９月１３日（日）は文化センター内の小鹿野町立図書館分室を臨時休館い
たします。利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

夏 季 開 館 時 間 延 長 （ 本 館 の み ）

いつも図書館をご利用頂きありがとうございます。より多くの方にご利用頂くため、７月～９月
の間、毎週金曜日の開館時間を午後７時まで延長しております。（９/１８日の休館日を除く）
この機会にぜひ図書館をご利用ください。


