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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！

平成２８年度末に、町立図書館と小中
学校のシステムを統合し、ネットワー
クを構築しました。これからは
町立図書館が、中心に
なって学校図書館
を支援します。

町立図書館　（分室含む）

蔵書　59,479 冊

　　　　

両神小学校

蔵書　7,345 冊

長若小学校

蔵書　6,138 冊

三田川小学校

蔵書　6,494 冊

　　図書館だより A3カラーデラックス版を 図
書館（本館・分室）で配布しています。特集もあっ
て、見ごたえ満載です！HPでも見ることができ
ます。

小鹿野小

学校

個人の利用者の方は、学校から直接借りるこ
とはできません。必ず、町立図書館を通して
ご利用ください。

図書
館も

学校
も両
方

充実
！！
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分類 書名 著者名 出版社 所蔵館

291-ﾄ まっぷる東北　'18 昭文社 本館

291-ﾙ るるぶドライブ関東ベストコース　'18 JTBパブリッシング 本館

291-ﾙ るるぶ河口湖山中湖富士山麓御殿場　'18 JTBパブリッシング 本館

596-ｲ サラダ漬けで、すぐ野菜おかず　ポリ袋でラクラク作りおき 岩崎　啓子‖著 河出書房新社 本館

596-ﾜ わたしの好きなお酢・レモンの料理 ワタナベ　マキ‖著 家の光協会 本館

914-ｷ 愛さずにいられない　北村薫のエッセイ 北村　薫‖著 新潮社 本館

F-ｲ 城をひとつ 伊東　潤‖著 新潮社 本館

F-ｵ 錆びた太陽 恩田　陸‖著 朝日新聞出版 本館

F-ｻ 月の満ち欠け 佐藤　正午‖著 岩波書店 本館

F-ｼ 夜姫 新堂　冬樹‖著 幻冬舎 本館

F-ｽ か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる‖著 新潮社 本館

F-ﾋ さらば愛しき魔法使い 東川　篤哉‖著 文藝春秋 本館

E-ｽ どれがいちばんすき?
ジェイムズ・スティーブンソン‖作

千葉　茂樹‖編訳
岩波書店 本館

E-ｽ ほんとさいこうの日 レイン・スミス‖作　青山　南‖訳 BL出版 本館

E-ﾃ きたきつねとしろふくろうたすけあう 手島　圭三郎‖絵・文 絵本塾出版 本館

K-486-ﾓ くらべた・しらべたひみつのゴキブリ図鑑 盛口　満‖絵・文 岩崎書店 本館

K-499-ﾖ ジェネリックのひみつ 吉野　恵美子‖漫画 学研 本館

《児童書》

《地理・ガイドブック》

《料理》

《文学・小説》
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　　上映作品

　ふるさと再生　
　日本昔ばなし



なりたて中学生　上級編
ひこ ・ 田中著／ポプラ社 YKF ヒ

超アウェイの状況でスタートしたテツオ

の中学校生活も２学期を迎え、　文化

祭へ向けて大忙しの日々が始まる。

＜中学生のなり方マニユアル＞いよ

いよ最終巻！中学校はなんだかんだ

でパワーが溢れていたよね。 　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

父さんは
ドラゴン・パティシエ
柏葉幸子著／講談社　KF カ

ある日突然竜が現れて 「バースデイ

ケーキを作って欲しい」 といわれた。

雲の上の世界で 「竜にも気に入られ

るケーキ」 を作るために父さんと助手

の僕はいろいろと考えた。 ひとつの仕

事を極める力って、 ステキだね。

　　　　

リヤカーマンって
知ってるかい？
永瀬忠志写真 ・ 文

少年写真新聞社  E ナ

「立ち止まっていても、 何も動かない。」

リヤカーを引いて世界中を歩いた冒険

家 ・ 永瀬忠志が子どもたちに伝える 「冒

険スピリット」の一節。 どこにこんなパワー

があるんだろう。 羨ましくて、 憧れる。

飛田和緒の
郷土汁
飛田和緒著／世界文化社 596 ヒ

具だくさんの汁ものは、それ

だけで立派な一品に ! 白いご

飯がすすみます。
白いご飯で、力も
もりもり。

さむらい道
上・下
高橋義夫著／

中央公論新社　Ｆタ

伊達政宗の叔父にあ

たる最上義光。 正宗らとの

抗争を乗り越え、 激闘の 「北

の天下分け目の戦」 を戦い抜い

た義光の 「負けまい、 勝つまい

の戦」 には真のさむらい道がある。

　　　　　　　　　　　　　　

ハードワーク
勝つための
マインド・セッティング
エディー ・ ジョーンズ著／

講談社　783 シ

覚えていますか？ 2015Ｗ杯の歴

史的勝利。 当時のラグビー日本

代表ヘッドコーチが、 勝利に導くた

めの方法論を語った一冊。

Ｗ杯のパワープレイが解明される！

ヨーコさんの“言葉” 
わけがわからん
佐野洋子作　北村裕花絵／

講談社　914 サ

NHK　E テレの 「ヨーコさんの “言

葉”」 が面白い。 痛快で心を揺さ

ぶる佐野洋子の言葉と、 その世

界観に北村裕花の絵がしっくり。

そんな５分番組が本になりました。

雑草が面白い
その名前の覚え方

森口満著／新樹社　470 モ

道の端っこでひっそりと生きてい

る雑草。 いったいどんな草なの

か、 どこからやってきたのか、

どんな生き方をしているのか。

ゲッチョ先生にかかると、 足元

の雑草にも、 名があり、 歴史

があり、 人生 （草生？） があ

ることがわかる。 悠々と生きて

いるのかもね、 雑草も。

サバンナのいちにち
斉藤洋さく　高畠純え／

講談社　KF サ

毎朝かけっこをするサイとカバ。 そ

のサイをまちかまえて、 「こんじょう

だめし」 をするヒョウの三兄弟など、

ユーモラスな動物たちの一日のよ

うすが生き生きと描かれる。 サバ

ンナに寝転んで、 天の川をながめ

てみたいなあ。

ドライバー マイルズ
ジョン ・ バーニンガム著

谷川俊太郎訳／ BL 出版　E ハ

マイルズは、 やっかいな犬だ。 好

きなのは車で出かけること。 ある

日マイカーを作ってもらったマイル

ズは、 悠々とドライブへ出かける。

自分で運転していくんだから、 す

ごいねえ、 マイルズ。

バーニンガムの絵本のなかでは、

時間がゆったりと流れる。 それが

本当に愛おしいくてやさしい気持ち

になれるから、 オススメです。

銀の猫
朝井まかて著／文藝春秋　F ア

江戸の町の介護を担う 「介抱人」 の咲。 四季折々に、 様々な人の介

抱を通じてわかる人の心の鬱積と温もりを描いた連作短編。 「江戸の町

は長寿の町だ。」 介護の中で出会う老人たちの悠々と生きる様、 逝く人

に教わる真実の重みが深く身にしみてくる朝井まかての最新作。

そんなときは、 「予約」 をオススメしてい

ます。 カウンターで、 本のタイトルと利用

者カードを提示するだけで、 簡単！に予

約できます。

せっかくオススメ本をめざしてご来

館いただいても、 その本が貸し出し

中で、 借りられないことがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　図書館だよりでオススメ

した本は、 おかげさまで、

利用者さんに人気です。

ですから…、

貸し出し中の本が返却されると、 予約してあれ

ば、 連絡がいきますので、 確実に借りることが

できます。

予約は、 電話やメールでもできますので、 ご活

用ください。

た - ろう【太郎】

①長男の称②最も優れたもの、 ま

たは最も大きなものなどに対して敬

称として添える語③物事の始めや、

最初のものをさしていう語

出典 ・ 精選版日本国語大辞典　小学館

た - ろう【太郎】

（「太」 ははじめ、 「郎」 は男子で、

長男の意）①多く長男につける名②

いちばん大きな、 またはすぐれたも

のにつける語③《古》 物事のはじめ

をいう語

出典 ・ 国語辞典第八版　旺文社

たろう【太郎】

①兄弟の中で、 一番目の男の子。

長男。 （人名としても普通に使われ

る）②同類の中で第一 （のもの）。

出典 ・ 新明解国語辞典第七版　三省堂

力がもりもり

湧いてくる

オススメ本

力がもりもり

湧いてくる

オススメ本

人生を悠々と

泳いでいけそうな本

人生を悠々と

泳いでいけそうな本

5 月、爽やかな新緑の季節。刻々と濃さを増して
いく山々の緑が眩しいですね。5月は健やかな成
長を祝うお節句もあり、五月晴れの空を泳ぐこい
のぼりの雄大な姿に、伸びていく力を感じる月で

もあります。図書館では、こんな 5月に似合
う本をたくさん用意して、皆様のご利用をお
待ちしています。ＧＷに読書三昧もよし。遊
びつかれて、ゆったり読書もよし。
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調べよう！

いっぱ
いい

るね
～

貸出中
ですね

ぴ
はい

完了です。じゃ、
予約します。
はいカード。

「太郎」 豆知識
むかしばなしの主人公に○○太郎が多いのはなぜだ～
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