
今月号も図書館だよりの編集に、協力していただきました。

　新井 陽子さん　　出浦 ゆみさん
                                   ありがとうございました。
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『ぞうくんのおおかぜさんぽ』
なかのひろたか/さく･え

福音館書店

「ぞうくんのさんぽ」シリーズの3作目です。

大風の中散歩に出かけたぞうくん。散歩の途中

で風に飛ばされてころがってくる、かばくん・

わにくん・かめくんを押しながら散歩は続きま

す。大風の中の散歩はどうなるのでしょう。

利用者さんからのおすすめ本

ぞうくんのさんぽの
おはなしは、
みんなすきです!

【編集後記】　今年も暑かったですね。いかがお過ごしでしたか？

図書館１年目の夏でしたが、ホントにたくさんの方がお越しになら

れてびっくりしました。そして「調べ学習」をする子の「熱さ」。凄ま

じかったです。自分も「暑苦しい人」ではなく、「熱い」人になりたい

と思った夏でした。＜Ko～Ki＞

分類 書名 著者名・出演者名 出版社 所蔵館

023-ｺ 花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編集部 小榑　雅章　著 暮しの手帖社 本館
159-ﾅ なぜ、マツコ・デラックスは言いたい放題でも人に好かれるのか?　毒

舌を吐きながらも、会う人全員をファンにする心理テクニック 内藤　誼人　著 廣済堂出版 本館

312-ｲ 冤罪　田中角栄とロッキード事件の真相 石井　一　著 産経新聞出版 本館
338-ﾋ お父さんが教える13歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ　著　関　美和　訳 日本経済新聞出版社 本館

450-ｶ 本当にわかる地球科学　フシギなくらい見えてくる! 鎌田　浩毅　監修・著　西本　昌司　著 日本実業出版社 本館

593-ｽ すべて作れて着まわせるやさしい服 born　著 日本ヴォーグ社 本館
596-ｵ いつもの材料でおいしい和えもの　忙しい人でもすぐに作れる 大原　千鶴　著 家の光協会 本館

910-ﾅ 宮沢賢治童話論集 中野　隆之　著 図書出版のぶ工房 本館
F-ｶ 四十代の同窓会 加藤　咲子　著 東洋出版 本館
F-ﾀ 甘いもんでもおひとつ 田牧　大和　著 文藝春秋 本館
F-ﾊ 津軽双花 葉室　麟　著 講談社 本館
F-ﾏ 私が失敗した理由は 真梨　幸子　著 講談社 本館
F-ﾑ ラヴィアンローズ 村山　由佳　著 集英社 本館

K-407-ｵ おもしろ実験研究所 高見　寿　監修　おもしろ実験研究所　編 山陽新聞社 本館
K-517-ﾊ 100年後の水を守る　水ジャーナリストの20年 橋本　淳司　著 文研出版 本館・分室

K-780-ｵ オリンピック・パラリンピック大百科　1～7 日本オリンピック・アカデミー　監修 小峰書店 本館
K-783-ｽ すごいぞ!甲子園の大記録 講談社　編 講談社 本館

K-933-ｺ 君の話をきかせてアーメル ニキ・コーンウェル　作　渋谷　弘子
訳　中山　成子　絵 文研出版 本館

K-F-ﾊ バンドガール! 濱野　京子　作　志村　貴子　絵 偕成社 本館
K-F-ﾌ 幽霊魚 福田　隆浩　著 講談社 本館・分室

E-ｲ カブトムシのなつ いしい　つとむ 作 文研出版 本館
E-ｶ 船を見にいく アントニオ・コック　作　ルーカ・カインミ　絵

なかの　じゅんこ　訳 きじとら出版 本館

《洋服・料理》

《文学》

《児童書・絵本》

 新　着　資　料　案　内 
【7/22～8/19新着分】

《総記・哲学》

《政治・経済》

《科学・地学》

S P E C I A L T H A N K S

笑顔のかわいい　めいちゃん　です。
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今年は、調べものの利用者さんが特に多かっ

たです。図書館で何か調べものをしたいとき

は、遠慮せず図書館員に声をかけてください。

全力で調べ方のお手伝いをします。本を探し

たり、他館から取り寄せたり、「調べる」をサ

ポートするのは図書館の使命なのです。

何日も、お弁当を持って通ってくれた小学生。

調べもののやり方をばっちり習得しましたね。

サポートしている図書館も、一緒に学ぶこと

ができて、「調べる」って深くて、面白いものだ

と、実感できました。

第1回
図書館を使った

調べる学習コンクール

応募期間 9/6～9/20

●小学校低学年の部●小学校高学年の部
●中学生の部●子どもと大人の部
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夏休みは、例年は学習机の利用がとても多

いのですが、今年の夏は･･･！！

コンクールを目指して、調

べ学習に取り組む人もた

くさん来館してくれました。

学校図書館からも資料を

集めて、たくさんの本を提

供しました。よい調べ学習

ができたかな？
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8月9日開
催

ミニ絵本を
チクチクし

よう！

小学校低学
年のおとも

だちから中
学生の手芸

講座。お裁
縫初心者さ

んにもわか
り

やすく、型紙
でフェルトを

切ると、もの
すごい集中

力でちくち
くちくちく・・

・。世界で

たったひと
つの、自分

だけの絵本
ができまし

た。かわい
いです！図

書館の布絵
本

ボランティア
「布れあい

くらぶ」のみ
なさんにお

手伝いいた
だきました

。

たくさんのみなさんにご参加いた
だきありがとうございました！
これからも楽しい企画や
面白いイベントが盛りだくさん。
もちろんイベントでなくても
立ち寄ってみてくださいね。
新たな発見がここにありますよ！
さぁ、読書の秋に突入します。
秋も図書館へ！

8月3日･10日開
催

マイ本棚をつく
ろう！

プロの大工さん
を講師にお招き

し、自分で1から
設計したマイ本

棚を作りました。
旧

両神中学校の技
術室。初めて見

たり触ったり使っ
たりした道具や、

木工の知識が

もりだくさん！プ
ロの手さばきを間

近で体感し、こど
もたちの表情は

真剣そのもの。

大工さんってかっ
こいー！！！

8月6日開催　低学年向け　高学年向け読書感想文と仲良くなろう！
小鹿野町学校図書館の司書さんと一緒に学びました。読書感想文って夏休みの

宿題の中でも難しいイメージ。実はそんなことないのです。楽しいクイズやディス

カッションで盛り上がり、自分の気持ちを大切にして・・・。終わる頃には、あら不

思議！感想文って楽しいんだって大発見！

8月21日開催
ペーパーウェイト大作戦画家さんを講師にお招きし、石ころを使ってペーパーウェイトをつくりました。いつも

川原で見る石ころだけど、子どもたちの想像力がプラスされ、みるみるうちに素敵な
ペーパーウェイトに大変身！その石ころだって世界でたったひとつしかないカタチなん
ですよね。子どもたちの宝物に、ロマンを感じます！

上手に縫える
コツを

教えてもらい
ました！

移動図書館

９月１６日(金)です。

１０：２０～１０：５５　三田川小学校
１１：１５～１１：４５　三田川１０区公会堂
１３：００～１３：３５　長若小学校

９月１４日(水)10:30～
おはなし会　プチ
＜あかちゃんから参加OK!＞

紙芝居･絵本の読み聞かせ･手あそび

など、一緒に楽しく遊びましょう。

ブックスチャレンジ
＜H27･H28年9月生まれ対象＞

親子で絵本を読んだり、絵本のプレ

ゼントがあります。

図書館カレンダー

本館

★9月11日は文化講演会のため分室は休館となります。ご了承ください。

開館時間

10:00～18:00
休館日■
毎週月曜日/第3金曜日

分室

開館時間

9:00～17:00
休館日○
毎週火曜日

場所(開催場所はすべて同じです)

両神ふるさと総合会館
2F 視聴覚室

９月１７日(土)10:30～
おはなし会　キッズ
＜小学生までの子＞

紙芝居･絵本の読み聞かせ･工作もあ

ります。遊びにきてね。

●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。●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。
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