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図書館のウェブサイトへはこちらのＱＲコードからも

アクセスできます！

開館

休館

本館　１０：００～１８：００　　　　　　
分室　　９：００～１７：００

本館　毎週月曜日・第３金曜日
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。
＊年末年始・蔵書点検日
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本館 両神ふるさと
総合会館２F

パパ!
休みの日は
いっしょに

図書館行こ！

CALENDAR

おはなし会

プチ

小さいお友だちのためのおはなし会です。

えほん・かみしばい・手遊び　など おはなし会

キッズ

秩父市立図書館の移動図書館車が、町内３ヶ所を回ります。ご利用ください！

■ 三田川小学校 10:20 ～ 10:55 ■ 三田川 10 区公会堂 11:15 ～ 11:45 ■ 長若小学校 13:00 ～ 13:35
＊悪天候等の場合は、巡回を中止することがあります。

＊貸出には利用カードが必要です。お持ちでない方はその場で発行します。身分証等をお持ちください。

新着資料案内

移動図書館

おはなし会

■本館休館日　○分室休館日

April May

4 月15 日(土)10:30～
ふるさと総合会館２F 視聴覚室

小学校低学年までのおはなし会です。

絵本・かみしばい・工作　など

4 月22 日(土)10:30～
ふるさと総合会館２ F 視聴覚室

ブックスタート

H28年 10月生まれ

ブックスタート・ブックスチャレンジ事業

■４・６・９・１２ヶ月健診会場（児童館）

■絵本のプレゼント　＆　読み聞かせのおはなし

4 月27 日(木)13:00～

ブックスチャレンジ

H28年 4月生まれ

■2歳児健診会場（児童館）

■絵本のプレゼント　＆　読み聞かせのおはなし

5 月30 日(火)13:00～

ブックスチャレンジ

H27年４月5月生まれ

日 月 火 水 木 金 土
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分室に新しい雑誌が
入りました。

紙面の都合で多くを載せることができませんで

した。 HP の「図書検索」→「新着図書」で検索い

ただくか、館内の一覧表をご覧ください。

文庫・新書用の新しい書架が

増えました。さっそく先月の館

内整理日に、読み物（小説・物

語）の文庫・新書版の本を移

動しました。

大きい本の間に埋もれかくれ

ていた本が、新しい棚で皆さ

んとの出会いを待っています。

本館に新しい書架が入りました。

小さなこだわり　小さな暮らし

「天　然　生　活」
地球丸　発行日　毎月 20 日

平成２８年度は、多くの方からたくさんの資料を寄

贈していただき、誠にありがとうございました。紙

面にてお礼にかえさせていただきます。

　　　　寄贈いただいた資料は、図書館において有

　　　　効に活用させていただきます。なお所蔵状

　　　　況により書架に並ばない資料もございます

　　　　がご了承 ください。今後も図書館をよろし

　　　　くお願い申し上げます。　　　　　　　　

　 　図書館職員一同

プチが

土曜日に

変わりました。

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29
23
30

ネットワークメンテナンスのため、開館時間が変更になります。 4/26 （水） 10:00~15:00  4/27 （木） 13:00~18:00 　ご注意ください。

寄贈　御礼

OGANO
Library
Town

SPECIAL THANKS
H ２８年度も、たくさんの方にボランティアでご協

力いただきました。ありがとうございました。

● おはなし会　てっこはっこ　●布絵本　布れあいくらぶ　

●図書館だより　新井陽子さん、出浦ゆみさん　

● 図書館業務ボランティア　武井喜美子さん、加藤芳恵

さん、齋藤維さん、　ほか

図書館のご利用は無料です。
閲覧のみの場合は自由にご利用ください。

貸出にはカードが必要です。初めてカードを

作る時は、身分証明書をお持ちください。

文化センターで作ったカード・両神村立図書館のカードも使え

ます。ご不明の際はカウンターへどうぞ。

んじゃ、ご飯食べたら行ってみるか！

パパの図書館デビューだな。笑

で、図書館って、

　　　　　いくらかかるんだ？
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図書館、そんなに行きたいん

かぁ。何時からやってんの？

休みじゃないんかぃ？土日って。
       暖かく動きやすい季節になってきました。 4 月

はいろいろ『新しいこと』が始まる時期でもありますね。

そんな４月に図書館にいらっしゃいませんか。気分を変

えたい、新しい仕事のヒントがほしい、新生活で困った

こと、などなど図書館から見えてくる新生活は、あなた

のお役に立てること、間違いなしです。

お休みの日には、お出かけの前に、散歩がてら、ぜひ図

書館へ立ち寄ってくださいね。皆さんの新しい出発を、

図書館も応援しています！

発行・編集　小鹿野町立図書館
〒 368-0201 小鹿野町両神薄 2713-1 　両神ふるさと総合会館２階
TEL ： 0494-79-0150   FAX ： 0494-72-3206
E-mail ：tosyokan@town.ogano.lg.jp
Web：https://www.town.ogano.lg.jp/kakuka/tosyokan/tosyokantop.html
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小鹿野文化
センター２F分室



パパ、図書館へ足を踏み入れる・・・・そして図書館の魅力に取り付かれる！ 4 23
子ども読書の日
＜4/23～5/7　子ども読書週間＞

はじめての水耕栽培

お部屋でできる！野菜づくり
中島水美／新星出版社　６２６ナ
野菜づくりがなんとお部屋でできちゃ
います ! 植物を育てたいのに環境がも
てなくて、諦めていた人の夢を実現す
る画期的なビギナーズガイド。
さあ、何から作りましょうか･･････

大切な人が病気になったとき、
何ができるか考えてみました
井上由季子／幻冬舎　４９０イ
大切な人が病気になったとき、想う心
をカタチにしてみる。寄り添う人ができ
ることを綴ってみた。 7 年間の看病と
介護の日々で試みた誰でもできる小
さな工夫を紹介。 

終わりなき夜に生れつく
恩田　陸／ 文藝春秋　Ｆオ
永遠に終わらない夜を生きていく種族
――。「在色者」と呼ばれる特別な能
力を持った３人の過去を書いた４つの
短編集。「夜の底は柔らかな幻」のス
ピンオフ作品。

猫と生きる もう一つの旅
岡野薫子／草思社　９１４オ
愛する猫たちとの別れ。猫との暮らし
はもうないものだと思っていた。ところ
が、私にふさわしい「街猫」の家族との
出会いがあった。『猫がドアをノックす
る』『猫には猫の生き方がある』に続く
三部作完結篇。 

ありづかのフェルダ
オンデジェイ・セコラさく・え／
関沢明子　やく　福音館書店 K989 セ
「ぼくのふるさと、いとしのあり塚よ、長いあ
いだるすにしたなあ」帰ってきたフェルダ
が今度はあり塚で大活躍！
チェコで大人気「ありのフェルダ」シリーズ
完結作。

生きる
谷川俊太郎　詩　岡本よしろう　絵／
福音館書店　 E イ
４０年以上前につくられた詩「生きる」
と、小学生の兄弟と家族のある一日を
描いた絵本。普通の日常に生きてい
ることのすべてがある。そんなことを感
じさせてくれる一冊。

新着資料案内 ← 山里の記憶　１～５　黒沢和義著　同時代社

　　郷土資料は、最優先で所蔵する

ことを使命と感じています。みなさん

の周りで、小鹿野や秩父に関する資

料をお持ちの方はいらっしゃいませ

んか。昔の古い記録の文書や、書籍

になっていない小冊子、手書きのレ

ポート、チラシ･パンフレット類、写真、

自費出版の本など、お心当たりの方

は、町立図書館にご連絡ください。

連絡先は　 tel 79-0150 です。よろ

しくお願いします。

　　　　　　　　　はいはい。お任せください。

リクエストとして、承ります。購入できない本に

ついては、他の図書館で捜してお取り寄せしま

すので、少しお持ちください。県立図書館の「埼

玉県内公共図書館等横断検察」で捜した本

は、図書館を通して借りることができます。どう

　　　　　　　　ぞお気軽に声をかけてくださいね。

あーー、この本おっもしろい！

ねえパパ。今度キャンプに行く前

に、この本でアウトドアの勉強して

いこうよ。ロープの結び方の本って

ほかにもあるのかなぁー。

　　でしょ～。

　しょっちゅう来てる

と、図書館の楽しさが

もっともっとわかると

思うんだ。

おいおい

そんなこと

 聞いて

    いいんかぃ

この本の、

ここんとこが

よくわからない

からもう少しわ

かりやすい本、

ありますか？

ＮＤＣ（日本十進分類法）っていう分類

で、整理されて置かれてるんだよ。だか

ら、捜すのも簡単なんだ！

でもわからないことは、図書館の司書さん

になんでもきいていいんだよ。

はい、図書館には、本館に約 42,000 冊

分室に約 15,700 冊の本があります。そ

のうち本館の一般書は約 23,000 冊、児

童書約 17,700 冊、雑誌は 49 種類、新

聞も朝日、読売、毎日、埼玉新聞が読み

放題です！

おおーはじめてきたよ、図書館。

えら、あるんだなあ本が。

しあわせの王子
オスカー ワイルド著

 王子がかわいそうなんだけ

ど、何度もよく読みました。

　　　　　図書館長

　　　　　石田加津美

若草物語
Ｌ．Ｍ．オルコット　著

 何度も何度も繰り返して

　読みました。四人姉妹

　　　　は、私の憧れ

　　　　　でした。

　　　　　　黒沢敏江

ダンプの
がらっぱち
渡辺茂男文　山本忠敬え

 この本、最後が怖くて、

苦手だったの覚えてます。

　　　　　新井幸輝

エルマーのぼうけん
Ｒ・Ｓ・ガネット著

エルマーの虜になって、本の世界に引き

込まれた一人です、私も。

　　　　　　　　　　　　　　　　加藤優子

だるまちゃんと
てんぐちゃん
かこさとし作

うちわとか、花とかいっぱい用意してもら

えるだるまちゃんがうらやましかったなあ。

　　　　　　　　　　　犬木由美子

羅生門
芥川龍之介著

高校生の頃、読んでました。

　　　原　晴子

図書館って、おもしろいな。

また、来週も来ような！

　　　　　はい。視聴覚資料は、

CD1,803 点、 DVD1,155 点所蔵しています。

貸出しは、一人 5 点（ CD+DVD で）まで。

14 泊 15 日間、もちろん無料です !

CD や DVD も借りられるんだ！

図書館の中でも聴

いたり視たりでき

るんだよ！

この本に、

じーちゃんが

のってる！！どんどん

聞いてください

ね！

今月は、小鹿野町立図書館のスタッフが、子ど

もの頃読んでいた本を紹介します。今年度も、

このメンバーで、よろしくお願いします！
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