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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。 

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

  「レファレンスサービス」とは、図書館の資料を使って調べものに役立つ資料や情報探しの

お手伝いをするサービスです。わかりやすくいうと、「調べもの相談」です。 
 「図書館に本を探しにきたけど、知りたいことが載っている本が見つからない」「調べてい
るテーマの資料を探しているが、どんな資料があるかわからない」などという時には、お気軽
に図書館の職員に相談してください。必要な資料や情報を探すお手伝いをします。 
 館内の資料で対応できない場合は、他の公共図書館や県立図書館・国立国会図書館、各種専
門機関などに問い合わせをしてから回答いたします。そのため、相談内容によっては、回答に
時間がかかる場合もあります。 

特 集 
あかちゃんと一緒にたのしんで！  

第3回  

  「レファレンスサービス｣って・・・？ 

  「あかちゃんえほん」コーナー 
 「赤ちゃん向けの絵本は、どこにありますか」という、お子さま連れの利用者の方がよくい
らっしゃいます。 

 そんな利用者のみなさんのために、本館の児童室には赤ちゃん向けの絵本をまとめて並べて
いる棚があります。いままでは、児童室入口そばの左側の書架に並べていましたが、今回児童
室の正面の書架に移動し「あかちゃんえほん」コーナーとしました。ここには、０歳～２歳向
けの絵本が集めてあり、背表紙のオレンジ色の丸いラベルが目印です。 
 また、コーナーの前には、ゆっくり絵本を楽しむことができるスペースをつくりました。親
子で、くつろぎながら絵本をひろげてみませんか？   

  ただし、次の内容については回答ができません。館内の各種関連資料の提供、調査方法の

提示のみとなりますのでご了承ください。 
 ◎ 医療 ･健康相談、法律相談、身上相談、財務に関する相談 

 ◎ 調査、研究、資料作成の代行  
 ◎ 宿題や懸賞問題、クイズ等の解答 
    相談は、電話やメールでも受け付けています。日ごろから、図書館を 
上手に使って、日々の学習や日常生活に役立ててくださいね。 

《赤ちゃん向け絵本選びのコツ》 
 ◆日常生活にそった、身近なものや遊びなどが 

      出てくる本 

 ◆リズミカルな言葉やわかりやすい言葉がくり 

      返し出てくる本     

 ◆絵の色彩や輪郭がはっきりしていて、シンプ 

      ルな絵で描かれている本  



【 児 童 書 】  
 

○『おしりたんてい』 
トロル さく・え／ポプラ社 

○『かいけつゾロリ』シリーズ 
原 ゆたか 著／ポプラ社 

○『かえってきたまほうのじどうはんばいき』 
やまだ ともこ 著／金の星社 

○『あしたあさってしあさって』 
もりやま みやこ 著／小峰書店 

○『かあさんのしっぽっぽ』 
村中 李衣 著／BL出版 

「図書館だより」11月号と12月号のおすすめ本は、平成27年度小鹿野町役場に入庁した職員の方々に紹

介していただきます。いったいどんな本を紹介してくれるのか、お楽しみに！ 

【 一 般 書 】  
 

○『ビブリア古書堂の事件手帖』シリーズ 

      三上 延 著／メディアワークス文庫 

○『負けるもんか 正義のセ』 

        阿川 佐和子 著／KADOKAWA 

○『火花』 

      又吉 直樹 著／文藝春秋 

○『トットひとり』 

      黒柳 徹子 著／新潮社 

○『リバース』 

      湊 かなえ／講談社 

夏休みに人気のあった資料を紹介します (7/1～8/31まで。漫画は除く。) 

  

 意外？納得？漢字の秘密が一目

でわかる！「集」 「天牛」から「鰈/

蝶」まで、36(組)の「漢字」を撮っ

た！（「BOOK」データベースより） 

 

 

【 図書館員おすすめ 】  

『目でみる漢字』             〈新 着〉 

おかべたかし・文   

山出 高士・写真／東京書籍 

「鳥」と「烏」のちがいは？ 

「竜髭菜」って何て読むの？ 

ユーモアあふれる解説で 

漢字を「見て」みよう！（R_K ） 

  

 頭痛、肩こり、首こり、不眠、めま

い、イライラ、しわ、たるみ…新国

民病・スマホ首はこれで解決! 

（「BOOK」データベースより） 

 

  

【 一般書 】  【 児童書 】  

  

 東京湾をまもる？それともよごす？

東京湾のかんきょうをまもるために、

ぼくたちができること。それをしること。

そして、水を流すときにちょっと考え

ること。 

 写真家が38年間見てきた東京湾

のすがた。（「BOOK」データベースより） 

『“スマホ首”があらゆる不調を引き起こす！』    

鄭 信義(ﾁｮﾝ・ｼﾆ) 著／講談社 

『ぼくの先生は東京湾』        〈新 着〉     

中村 征夫 写真・文／フレーベル館 

スマホを使っている人は要注意。“スマレッ

チ”でスマホ首を解消しよう！（R_K ） 

【 YA (中学生・高校生向け )】  

『向かい風に髪なびかせて』      

河合二湖 著／講談社 
 

 どうにかなりそうで、どうにもならな

い、外見のこと―。気高き中2の少

女4人、それぞれの叫び、それぞれ

の結論は…。講談社児童文学新人

賞受賞作家が踏み出した新たなる

境地。 （「BOOK」データベースより） 

 

蔵書検索

はこちら→ 



新 着 資 料 内 案 

８/２１～９/２４まで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)〕 

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

K-159-ｵ 命はどうしてたいせつなの？ 大野　正人∥作 汐文社 本館
K-491-ﾎ 骨のひみつ　人体のしくみがよくわかる！ 坂井　建雄∥監修 ＰＨＰ研究所 本館

K-933-ｽ ルイージといじわるなへいたいさん
ルイス・スロボドキン∥作・絵
こみや　ゆう∥訳

徳間書店 本館

K-943-ﾃ-2 ピッチの王様　２　キケンなわな
ティロ∥文　若松　宣子∥訳
森川　泉∥絵

ほるぷ出版 本館

K-F-ｵ めだかの王様 岡田　潤∥作・画 金の星社 本館

K-F-ｻ がっこうのおばけずかん　おばけにゅうがくしき
斉藤　洋∥作
宮本　えつよし∥絵

講談社 本館

K-F-ﾄ-1 天と地の方程式　１
富安　陽子∥著
五十嵐　大介∥画

講談社 本館

K-F-ﾋ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 5 廣嶋　玲子∥作 偕成社 本館
K-F-ﾑ こわいおばけの話 村上　健司∥文 あかね書房 分室
K-F-ﾔ まほうデパート本日かいてん！ 山野辺　一記∥作 金の星社 分室
E-ｱ おつきさまのかぞえうた 新井　洋行∥〔作〕 えほんの杜 本館
E-ｲ かめ-甕- 飯野　和好∥作 ビリケン出版 本館
E-ｳ 太一さんの戦争 丘　修三∥作 今人舎 分室
E-ト ぼくのともだち とね　さとえ作・絵 学研パブリッシング 分室
E-ﾅ ぼくの先生は東京湾 中村　征夫∥写真・文 フレーベル館 本館
E-ﾇ おにつばとうさん 沼野　正子∥文・絵 福音館書店 本館
E-ﾊ つきにいったうさぎのおはなし はっとり　みほえ 学研教育出版 分室

YK-596-ﾑ
おいしい和食のキホン
高校生レストランまごの店

村林　新吾∥著　相可高校調
理クラブ∥著

岩波書店 本館

【児童書】　　

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

007-ｶ
速効！図解Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０　総合版
基本から応用まで網羅

川上　恭子∥著　ほか マイナビ 本館

049-ﾂ 雑学子どもにウケるたのしい日本 坪内　忠太∥著 新講社 本館
159-ｽ 逆風のときこそ高く飛べる 鈴木　秀子著 青春出版社 分室
188-ｶ 泥の中から咲く　身と心をほぐす１８の知恵 川村　妙慶∥著 ＮＨＫ出版 本館
289-ﾅ 私は、１００歳世界最高の現役スイマー 長岡　三重子∥著 光文社 本館
317-ﾄ すぐに役立つ入門図解マイナンバー法のしくみと手続き 戸塚　美砂∥監修 三修社 本館

493-ｺ
アレルギーのない子にするために１歳までにやって
おきたいこと１５

古賀　泰裕∥著 毎日新聞出版 本館

498-ｼ 1日3分！指体操で元気な脳になる！ 白澤　卓二∥著 学研パブリッシング 分室
593-ｻ 作務衣、甚平、はんてん、日常着　手作りしたい和スタイル ブティック社 本館
728-ｳ さる年のゆる文字年賀状 宇田川　一美∥著 誠文堂新光社 分室
779-ﾊ ばんざいまたね 萩本　欽一∥著 ポプラ社 本館
914-ﾖ 97歳。いくつからでも人生は考え方で変わります 吉沢　久子∥著 海竜社 分室
915-ｲ 歌の旅びと 上・下 五木　寛之∥著 潮出版社 本館
F-ｱ 藪医ふらここ堂 朝井　まかて∥著 講談社 本館
F-ｺ プロフェッション 今野　敏∥著 講談社 分室
F-ｻ 似非遍路 澤田　ふじ子∥著 徳間書店 本館
F-ﾀ レッツゴー・ばーさん！ 平　安寿子∥著 筑摩書房 本館
F-ﾊ 鬼神の如く　黒田叛臣伝 葉室　麟∥著 新潮社 本館
F-ﾓ 家族連写 森　浩美∥著 PHP研究所 分室
F-ﾔ 出張料理・おりおり堂 神無月～弥生 安田　依央著 中央公論新社 分室

【一般書】　　



１０月１６日(金)

　三田川小学校 　10時20分～11時
　三田川10区公会堂 　11時20分～11時50分
　長若小学校 　13時　　 ～13時40分

　

移 動 図 書 館 しばざくら号

◎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

10月21日(水) 午前10時30分より 10月31日(土) 午前10時30分より

な しはお 会の

週 間書読

読書週間に伴い、本館内のどこかに小鹿野町

立図書館にまつわるクイズを掲示します。回答

してくれた方には参加賞をプレゼント。誰でも

参加出来るので、ぜひやってみてね。

【開催期間 10/17(土)～11/15(日)】

読書週間とは

終戦まもない１９４７年、まだ戦火の傷痕が至るところ

に残っているなかで「読書の力によって、平和な文化国家

を作ろう」という決意のもと１１月１７日から、第１回

『読書週間』が開催されました。

翌年の第２回からは期間も１０月２７日～１１月９日と

定められ、この運動は全国に拡がっていきました。そして

『読書週間』は、日本の国民的行事として定着し、日本は

世界有数の「本を読む国民の国」になりました。

休 館時臨
・11月3日(火)はふるさとまつりのため、本館は休館です。かわりに11月2日(月)を開館します。

・11月１４日(土)と１５日(日)は郷土芸能祭のため、分室は休館です。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

１０　月 １１　月
《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  

　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

　※祝日と重なった場合は開館し、翌日が休館となります。 

【編集後記】 
   秋は、おいしいものがいっぱいでついつい食べ過ぎてしまいがちです。食欲の秋も良いですが、秋の 

夜長に好きな音楽でも聴きながら、読書を楽しみませんか。（R_K ） 


