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 「若手職員による 

         バンド演奏」 

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。 

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

・13：00～ 
  

   クリスマスプチ工作 
 

   牛乳パックを使ってお花の 

   鉢カバーをつくろう！ 
 

対象  小学生以上 

持ち物 牛乳パック１ℓ１本 

定員  先着２０名（定員に達しな 

      い場合は当日参加ＯＫ！） 
   

      参加費 ３５０えん 
 

※お申込は 

  小鹿野町立図書館まで 

       

・10：00～15：00  
  

  公民カフェ 
 

   1階公民カフェで飲み物を買うと 

   おまけがついてくる！（おまけは 

   来てからのおたのしみ♪） 

 ・10：30～ 
  

   てっこはっこクリスマス会 
 

   おはなし会でおなじみ「てっこ 

   はっこ」による絵本・手遊び＆ 

   おたのしみ楽しいクリスマス会！ 

 初ライブです！だれが来るかは  

 お楽しみ！ 

落語ソロライブ 

ふる総フェスタに「にんぎょう

畑のチュー吉」がやってくる！ 

 

 

チュー吉と楽しむ 
       クリスマス 

  

クリスマスディスプレイ 
コンテスト 
 

手作り、飾り物、手芸品...クリス 

マスのものならなんでもＯＫ! 

どなたでも参加できます。 

図書館へお持ちください。 
 

落語といえばこの方！  
「セニョール栗原君」  

出演 
 

劇団にんぎょう畑 
 

川田 大吉さん  チュー吉 

１２月２３日（水・祝）は 
  「第１回 ふる総フェスタ」 
         を開催します！ 

みんなで楽しい 

クリスマスソング 

を歌おう！ 

楽しい落語の 
 

はじまり 
 はじまり～ 

募集は 12/1～13 

投票は  

12/14～23 午前中まで   
 

ふる総わくわくライブ  ３Ｆ特設ステージ 14：00～15：00 

  
 

図書資料の貸出冊数
12月28日(月)まで、図書資料の貸出冊数

を５冊から１０冊に変更しています。

この機会に、ゆっくり本を読んでみませんか。お

すすめ本や新着本を、そろえてお待ちしておりま

す。

１２月１６日(水)

 三田川小学校 午前10時20分～午前11時

 三田川10区公会堂 午前11時20分～午前11時50分
 長若小学校 午後　1時　　 ～午後  1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
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

内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　

1２月９日(水) 午前10時30分より

おはなしの会

 

閉館時間の 変更 と年 末年 始休 館の お知 らせ
・1２月 ２８日（月）と１月４日（月）の2日間は、本館の閉館時間が午後５時となります。

・1２月 ２９日（火）から１月３日（日）は年末年始のため本館・分室ともに休館となります。

《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。 

分類 資　　　　料　　　　名 アーティスト 出　版　社  等 所蔵館

演歌 テレサ・テン４０/４０ ベスト・セレクション テレサ・テン∥歌 ユニバーサルミュージック 本館

ポップス THE BEST ナオト・インティライミ∥歌 ユニバーサルミュージック 本館

ポップス
チェッカーズ 　オールタイム コレクショ
ン 　（プラチナムベスト）

チェッカーズ ∥歌
コロムビアミュージック
エンタテインメント

本館

教養 おててタッチ いないいないばぁっ 日本コロムビア 本館
教養 えいごでうたおう 日本コロムビア 本館

クラシック 愛の喜び 牛田智大∥演奏 ユニバーサルミュージック 本館
クラシック くつろぎのチェロ～音楽療法ベスト 菊池知也ほか∥演奏 テイチクエンタテインメント 本館

クラシック
ベートーヴェン:クロイツェル・ソナタ/フ
ランク:ヴァイオリン・ソナタ

五嶋龍・マイケル・ドゥセク∥演奏 ユニバーサルミュージック 本館

ジャズ
カフェで流れるラウンジジャズBEST20
ベスト・オブ・クリスマスソングス

JAZZ PARADISE∥演奏 Ｓｕｇａｒ Ｃａｎｄｙ 本館

浪曲 浪曲名人集　関東節四天王競演 木村友衛ほか∥口演
徳間ジャパンコミュニ
ケーションズ

本館

【C D】

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

K-289-ﾑ
世界でいちばん貧しい大統領から
きみへ

〔ホセ・ムヒカ∥著〕　くさば よしみ∥編
田口 実千代∥絵

汐文社 本館

K-378-ｼ おどろう！みんなで手話ダンス 島田 和子∥作 新日本出版社 本館
K-612-ｺ 農業の発明発見物語　１～３ 小泉 光久∥著　堀江 篤史∥絵 大月書店 本館

K-783-ﾖ
走れ！みらいのエースストライカー
おしごとのおはなし　サッカー選手

吉野 万理子∥作　羽尻 利門∥絵 講談社 本館

K-933-ﾏ 北風のうしろの国　上・下 ジョージ・マクドナルド∥作　脇 明子∥訳 岩波書店 本館
K-F-ｲ みんなのおばけ小学校 市川 宣子∥作　石井 聖岳∥絵 佼成出版社 本館
K-F-ｲ 二日月 いとう みく∥作　丸山 ゆき∥絵 そうえん社 本館
K-F-ｻ へなちょこ探偵24じ 齊藤　飛鳥∥作 童心社 分室
E-ｼ ゆきだるまのくに 白土　あつこ∥作・絵 ひさかたチャイルド 分室
E-ﾀ くまのクリスマス（おひさまのほん） 高橋　和枝∥作 小学館 分室
E-ﾀ オオカミのはつこい きむら ゆういち∥ぶん　田島 征三∥え 偕成社 本館

E-ﾍ こんにちは、いたずらっ子エーミル
アストリッド・リンドグレーン∥作　ビヨルン・
ベリイ∥絵　石井 登志子∥訳

徳間書店 本館

【児童書】　　

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

019-ﾏ サンタクロースの部屋　子どもと本をめぐって 松岡  享子∥著 こぐま社 本館
288-ﾐ ファミリーヒストリー　家族史の調べ方・まとめ方 宮  徹∥著 ＷＡＶＥ出版 本館

495-ﾜ
女性のカラダとココロの「不調」を治す44の養生
訓　東洋医学式

若林　理砂∥著 原書房 分室

594-ﾎ
スウィート・キャンドルＬｅｓｓｏｎ　Ｂｏｏｋ
カラーシートと基本技法を学ぶ４０レシピ

堀崎  カオリ∥著 グラフィック社 本館

596-ｲ 缶詰で男のもっとええ加減料理 石蔵  文信∥著 講談社 本館
597-ｵ 親の家の片づけ方　これ1冊で安心！ 大津　たまみ∥著 あさ出版 分室
F-ｱ 義貞の旗 安部  龍太郎∥著 集英社 本館
F-ｵ 墓標なき街 逢坂  剛∥著 集英社 本館
F-ｵ たらふくつるてん 奥山　景布子∥著 中央公論新社 分室
F-ｶ メビウスの守護者 川瀬  七緒∥著 講談社 本館
F-ｸ 九度山秘録　信玄、昌幸、そして稚児 黒澤　はゆま∥著 河出書房新社 分室

F-ｺ-4 花燃ゆ　４
小松  江里子∥作
五十嵐  佳子∥ノベライズ

ＮＨＫ出版 本館

F-ﾊ 陽だまりの天使たち　ソウルメイト　２ 馳  星周∥著 集英社 本館
F-ﾓ 運命の花びら　上・下 森村  誠一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本館
F-ﾜ ウォーク・イン・クローゼット 綿矢  りさ∥著 講談社 本館

【一般書】　　
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 小鹿野浄水場 水道課 新井 幸輝 
 

 『一億円もらったら』 
赤川 次郎 著／新潮社 2000.1 

 

  
私が初めて買った小説です。 

内容は人とお金の化学反応

(？)を題材にしていますが、

ドロドロとした展開ではなく、

１億円の使い方や結末が面白

く読みやすい一冊です。  

 

あらい  こうき 

両神 

小学校 

 ふるさと総合会館 学校教育課 山口 貴久 
 

 『モモ』 （岩波少年文庫127）  

        ミヒャエル・エンデ 著・イラスト  

大島 かおり 翻訳／岩波書店 2005.6 

  

大人になっても、生活の中でふっ

とその場面が思い浮かぶ物語。不

思議な世界観の中に、「時間」と

は、「豊かさ」とは何か、未だに

答えの出ない問いを投げかけてく

れる物語です。     

 

やまぐち たかひさ 

ぜひ読んでみてください！ 

 両神庁舎 おもてなし課 田村 恵 
 

 『幻想郵便局』（講談社文庫） 
堀川 アサ子 著／講談社 2015.3 

  

私が進路に迷っていたときに出

会い、背中を押してもらった一

冊です。ちょこっとホラーだけ

ど心が温かくなるストーリーで

す。シリーズを読むとより一層

楽しめます。 

たむら めぐみ 

シリーズで一気に！ 

 

 両神庁舎 建設課  小林 修平 
 

 『松岡修造の人生を強く生きる８３の言葉』      

 松岡  修造 著 アスコム 2011.7 

 

嫌なことがあったとき、悩みがあ

るとき、元気がないなと思う時に

読んでください。言葉ひとつひと

つから元気がもらえて笑顔になれ

ます。とにかく熱いです。 
 

こばやし しゅうへい 

落ち込んだ時はコレ！ 

 

 ふるさと総合会館 学校教育課 岩井 亮 
 

 『五体不満足』 
  乙武洋匡 著／講談社 1998.10 

  

いわい りょう 

小学校高学年の時、母の勧めで読

んだ本です。生まれつき手足のな

い乙武さんの書いたエッセイです

が、とても明るく書かれているた

め楽しく読めました。そして、人

の支えあいというものを考えされ

られます。 

文庫版もあります！ 

ふるさと 

    総合会館 

両神庁舎 

小鹿野 

          浄水場 

前回に引き続き、平成２７年度から小鹿野町役場に入庁した職員のおすすめ本を紹

介します。今月号は水道課、おもてなし課、建設課、学校教育課の新人職員です。

各課所へ行かれた際にはぜひお声がけください。 

一億円どうする？ 

図書資料の貸出冊数
12月28日(月)まで、図書資料の貸出冊数

を５冊から１０冊に変更しています。

この機会に、ゆっくり本を読んでみませんか。お

すすめ本や新着本を、そろえてお待ちしておりま

す。

１２月１６日(水)

 三田川小学校 午前10時20分～午前11時

 三田川10区公会堂 午前11時20分～午前11時50分
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F-ｱ 義貞の旗 安部  龍太郎∥著 集英社 本館
F-ｵ 墓標なき街 逢坂  剛∥著 集英社 本館
F-ｵ たらふくつるてん 奥山　景布子∥著 中央公論新社 分室
F-ｶ メビウスの守護者 川瀬  七緒∥著 講談社 本館
F-ｸ 九度山秘録　信玄、昌幸、そして稚児 黒澤　はゆま∥著 河出書房新社 分室

F-ｺ-4 花燃ゆ　４
小松  江里子∥作
五十嵐  佳子∥ノベライズ

ＮＨＫ出版 本館

F-ﾊ 陽だまりの天使たち　ソウルメイト　２ 馳  星周∥著 集英社 本館
F-ﾓ 運命の花びら　上・下 森村  誠一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本館
F-ﾜ ウォーク・イン・クローゼット 綿矢  りさ∥著 講談社 本館

【一般書】　　
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図書資料の貸出冊数
12月28日(月)まで、図書資料の貸出冊数

を５冊から１０冊に変更しています。

この機会に、ゆっくり本を読んでみませんか。お

すすめ本や新着本を、そろえてお待ちしておりま

す。

１２月１６日(水)

 三田川小学校 午前10時20分～午前11時

 三田川10区公会堂 午前11時20分～午前11時50分
 長若小学校 午後　1時　　 ～午後  1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
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

内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　

1２月９日(水) 午前10時30分より

おはなしの会

 

閉館時間の 変更 と年 末年 始休 館の お知 らせ
・1２月 ２８日（月）と１月４日（月）の2日間は、本館の閉館時間が午後５時となります。

・1２月 ２９日（火）から１月３日（日）は年末年始のため本館・分室ともに休館となります。

《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。 

分類 資　　　　料　　　　名 アーティスト 出　版　社  等 所蔵館

演歌 テレサ・テン４０/４０ ベスト・セレクション テレサ・テン∥歌 ユニバーサルミュージック 本館

ポップス THE BEST ナオト・インティライミ∥歌 ユニバーサルミュージック 本館

ポップス
チェッカーズ 　オールタイム コレクショ
ン 　（プラチナムベスト）

チェッカーズ ∥歌
コロムビアミュージック
エンタテインメント

本館

教養 おててタッチ いないいないばぁっ 日本コロムビア 本館
教養 えいごでうたおう 日本コロムビア 本館

クラシック 愛の喜び 牛田智大∥演奏 ユニバーサルミュージック 本館
クラシック くつろぎのチェロ～音楽療法ベスト 菊池知也ほか∥演奏 テイチクエンタテインメント 本館

クラシック
ベートーヴェン:クロイツェル・ソナタ/フ
ランク:ヴァイオリン・ソナタ

五嶋龍・マイケル・ドゥセク∥演奏 ユニバーサルミュージック 本館

ジャズ
カフェで流れるラウンジジャズBEST20
ベスト・オブ・クリスマスソングス

JAZZ PARADISE∥演奏 Ｓｕｇａｒ Ｃａｎｄｙ 本館

浪曲 浪曲名人集　関東節四天王競演 木村友衛ほか∥口演
徳間ジャパンコミュニ
ケーションズ

本館

【C D】

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

K-289-ﾑ
世界でいちばん貧しい大統領から
きみへ

〔ホセ・ムヒカ∥著〕　くさば よしみ∥編
田口 実千代∥絵

汐文社 本館

K-378-ｼ おどろう！みんなで手話ダンス 島田 和子∥作 新日本出版社 本館
K-612-ｺ 農業の発明発見物語　１～３ 小泉 光久∥著　堀江 篤史∥絵 大月書店 本館

K-783-ﾖ
走れ！みらいのエースストライカー
おしごとのおはなし　サッカー選手

吉野 万理子∥作　羽尻 利門∥絵 講談社 本館

K-933-ﾏ 北風のうしろの国　上・下 ジョージ・マクドナルド∥作　脇 明子∥訳 岩波書店 本館
K-F-ｲ みんなのおばけ小学校 市川 宣子∥作　石井 聖岳∥絵 佼成出版社 本館
K-F-ｲ 二日月 いとう みく∥作　丸山 ゆき∥絵 そうえん社 本館
K-F-ｻ へなちょこ探偵24じ 齊藤　飛鳥∥作 童心社 分室
E-ｼ ゆきだるまのくに 白土　あつこ∥作・絵 ひさかたチャイルド 分室
E-ﾀ くまのクリスマス（おひさまのほん） 高橋　和枝∥作 小学館 分室
E-ﾀ オオカミのはつこい きむら ゆういち∥ぶん　田島 征三∥え 偕成社 本館

E-ﾍ こんにちは、いたずらっ子エーミル
アストリッド・リンドグレーン∥作　ビヨルン・
ベリイ∥絵　石井 登志子∥訳

徳間書店 本館

【児童書】　　

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

019-ﾏ サンタクロースの部屋　子どもと本をめぐって 松岡  享子∥著 こぐま社 本館
288-ﾐ ファミリーヒストリー　家族史の調べ方・まとめ方 宮  徹∥著 ＷＡＶＥ出版 本館

495-ﾜ
女性のカラダとココロの「不調」を治す44の養生
訓　東洋医学式

若林　理砂∥著 原書房 分室

594-ﾎ
スウィート・キャンドルＬｅｓｓｏｎ　Ｂｏｏｋ
カラーシートと基本技法を学ぶ４０レシピ

堀崎  カオリ∥著 グラフィック社 本館

596-ｲ 缶詰で男のもっとええ加減料理 石蔵  文信∥著 講談社 本館
597-ｵ 親の家の片づけ方　これ1冊で安心！ 大津　たまみ∥著 あさ出版 分室
F-ｱ 義貞の旗 安部  龍太郎∥著 集英社 本館
F-ｵ 墓標なき街 逢坂  剛∥著 集英社 本館
F-ｵ たらふくつるてん 奥山　景布子∥著 中央公論新社 分室
F-ｶ メビウスの守護者 川瀬  七緒∥著 講談社 本館
F-ｸ 九度山秘録　信玄、昌幸、そして稚児 黒澤　はゆま∥著 河出書房新社 分室

F-ｺ-4 花燃ゆ　４
小松  江里子∥作
五十嵐  佳子∥ノベライズ

ＮＨＫ出版 本館

F-ﾊ 陽だまりの天使たち　ソウルメイト　２ 馳  星周∥著 集英社 本館
F-ﾓ 運命の花びら　上・下 森村  誠一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本館
F-ﾜ ウォーク・イン・クローゼット 綿矢  りさ∥著 講談社 本館

【一般書】　　

新 着 資 料 内 案 
10/23～11/21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)〕 
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図書資料の貸出冊数
12月28日(月)まで、図書資料の貸出冊数

を５冊から１０冊に変更しています。

この機会に、ゆっくり本を読んでみませんか。お

すすめ本や新着本を、そろえてお待ちしておりま

す。

【編集後記】 

 今年もたくさんの方に、図書館をご利用いただきありがとうございました。感謝の気持ちをこめて、ふるさと総
合会館では、１２月２３日（水）に『ふる総フェスタ』を開催します。（詳しくは１ページを見てね！）楽しいイベン
トがたくさんあります。ぜひ遊びに来てください。ふる総わくわくライブには「僕」も出ますので、よろしくおねがい
します。（R_K ） 

 

１２月１６日(水)

 三田川小学校 午前10時20分～午前11時

 三田川10区公会堂 午前11時20分～午前11時50分
 長若小学校 午後　1時　　 ～午後  1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
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

内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　

1２月９日(水) 午前10時30分より

おはなしの会

 

 図書館システムのバージョンアップにより、蔵書が検索しやすくなり、予約もできるようになりました。 予約には、

利用者IDとパスワードが必要となります。パスワードの登録は、１１月１１日（水）より本館にて受付を開始しています。

ご希望の方はぜひご利用ください。なお、Webでの予約は１２月１日（火）より行えます。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

○ ご自宅のパソコンやスマホから気軽に資料の 

    検索や予約ができます。 
 

○ 貸出中の資料の返却予定日も確認できます。 
 

○ 「所蔵」「貸出」「予約」などは、データ処理の 

  反映に多少時間がかかる場合があります。 
 

○ 詳しくは、本館までお問い合わせください。 

蔵書検索画面 蔵書詳細画面 
検索しやすく 
なりました！ 

本の画像 
がでます！ 

http://www.lib-eye.net/ogano 
蔵書検索ＵＲＬ 

 

閉館時間の 変更 と年 末年 始休 館の お知 らせ
・1２月 ２８日（月）と１月４日（月）の2日間は、本館の閉館時間が午後５時となります。

・1２月 ２９日（火）から１月３日（日）は年末年始のため本館・分室ともに休館となります。

《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。 

分類 資　　　　料　　　　名 アーティスト 出　版　社  等 所蔵館

演歌 テレサ・テン４０/４０ ベスト・セレクション テレサ・テン∥歌 ユニバーサルミュージック 本館

ポップス THE BEST ナオト・インティライミ∥歌 ユニバーサルミュージック 本館

ポップス
チェッカーズ 　オールタイム コレクショ
ン 　（プラチナムベスト）

チェッカーズ ∥歌
コロムビアミュージック
エンタテインメント

本館

教養 おててタッチ いないいないばぁっ 日本コロムビア 本館
教養 えいごでうたおう 日本コロムビア 本館

クラシック 愛の喜び 牛田智大∥演奏 ユニバーサルミュージック 本館
クラシック くつろぎのチェロ～音楽療法ベスト 菊池知也ほか∥演奏 テイチクエンタテインメント 本館

クラシック
ベートーヴェン:クロイツェル・ソナタ/フ
ランク:ヴァイオリン・ソナタ

五嶋龍・マイケル・ドゥセク∥演奏 ユニバーサルミュージック 本館

ジャズ
カフェで流れるラウンジジャズBEST20
ベスト・オブ・クリスマスソングス

JAZZ PARADISE∥演奏 Ｓｕｇａｒ Ｃａｎｄｙ 本館

浪曲 浪曲名人集　関東節四天王競演 木村友衛ほか∥口演
徳間ジャパンコミュニ
ケーションズ

本館

【C D】

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

K-289-ﾑ
世界でいちばん貧しい大統領から
きみへ

〔ホセ・ムヒカ∥著〕　くさば よしみ∥編
田口 実千代∥絵

汐文社 本館

K-378-ｼ おどろう！みんなで手話ダンス 島田 和子∥作 新日本出版社 本館
K-612-ｺ 農業の発明発見物語　１～３ 小泉 光久∥著　堀江 篤史∥絵 大月書店 本館

K-783-ﾖ
走れ！みらいのエースストライカー
おしごとのおはなし　サッカー選手

吉野 万理子∥作　羽尻 利門∥絵 講談社 本館

K-933-ﾏ 北風のうしろの国　上・下 ジョージ・マクドナルド∥作　脇 明子∥訳 岩波書店 本館
K-F-ｲ みんなのおばけ小学校 市川 宣子∥作　石井 聖岳∥絵 佼成出版社 本館
K-F-ｲ 二日月 いとう みく∥作　丸山 ゆき∥絵 そうえん社 本館
K-F-ｻ へなちょこ探偵24じ 齊藤　飛鳥∥作 童心社 分室
E-ｼ ゆきだるまのくに 白土　あつこ∥作・絵 ひさかたチャイルド 分室
E-ﾀ くまのクリスマス（おひさまのほん） 高橋　和枝∥作 小学館 分室
E-ﾀ オオカミのはつこい きむら ゆういち∥ぶん　田島 征三∥え 偕成社 本館

E-ﾍ こんにちは、いたずらっ子エーミル
アストリッド・リンドグレーン∥作　ビヨルン・
ベリイ∥絵　石井 登志子∥訳

徳間書店 本館

【児童書】　　

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

019-ﾏ サンタクロースの部屋　子どもと本をめぐって 松岡  享子∥著 こぐま社 本館
288-ﾐ ファミリーヒストリー　家族史の調べ方・まとめ方 宮  徹∥著 ＷＡＶＥ出版 本館

495-ﾜ
女性のカラダとココロの「不調」を治す44の養生
訓　東洋医学式

若林　理砂∥著 原書房 分室

594-ﾎ
スウィート・キャンドルＬｅｓｓｏｎ　Ｂｏｏｋ
カラーシートと基本技法を学ぶ４０レシピ

堀崎  カオリ∥著 グラフィック社 本館

596-ｲ 缶詰で男のもっとええ加減料理 石蔵  文信∥著 講談社 本館
597-ｵ 親の家の片づけ方　これ1冊で安心！ 大津　たまみ∥著 あさ出版 分室
F-ｱ 義貞の旗 安部  龍太郎∥著 集英社 本館
F-ｵ 墓標なき街 逢坂  剛∥著 集英社 本館
F-ｵ たらふくつるてん 奥山　景布子∥著 中央公論新社 分室
F-ｶ メビウスの守護者 川瀬  七緒∥著 講談社 本館
F-ｸ 九度山秘録　信玄、昌幸、そして稚児 黒澤　はゆま∥著 河出書房新社 分室

F-ｺ-4 花燃ゆ　４
小松  江里子∥作
五十嵐  佳子∥ノベライズ

ＮＨＫ出版 本館

F-ﾊ 陽だまりの天使たち　ソウルメイト　２ 馳  星周∥著 集英社 本館
F-ﾓ 運命の花びら　上・下 森村  誠一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本館
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【一般書】　　


