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OGANO TOWN LIBRARY

■６・１２ヶ月健診会場（児童館）

■絵本プレゼント ＆ 読み聞かせ講話

6月10日(土)
10:30～

6月29日(木)13:30～

6月16日(金)

7月04日(火)

6月24日(土)
10:30～

ブックスチャレンジ

おはなし会 場所：両神ふるさと総合会館２Ｆ

両神ふるさと総合会館

小鹿野町立図書館

R299
両神小学校

両神庁舎

〒

おはなし

プチ

おはなし

キッズ

＊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。

ブックスタート・ブックスチャレンジ事業 雑誌リサイクルフェア

MAP

移動図書館
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●手遊びで遊びましょう。

小学校低学年までのおはなし会
です。●絵本●紙芝居●かんた
んな工作もあります。

H28年6月生まれ

ブックスチャレンジ

■２歳児健診会場（児童館）

■絵本プレゼント ＆ 絵本講話

7月18日(火)13:30～ 7月1日(土)～2日(日)
10:00～17:00
場所：両神ふるさと総合会館２Ｆ視聴覚室

H27年6月7月生まれ

ブックスタート

H28年12月生まれ
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新着資料案内 ４/２５～５/２５までの新着資料です。掲載した資料以外にもたくさ

んの本が入っています。詳しくは、ＨＰの新着図書から検索いただく

か、館内の一覧表をご覧ください。

Calender 　JUNE＜6 月＞ JULY＜7 月＞

3

27 28 2931
23

30
24

分類 書名 著者名 出版社 所蔵館

019-ﾔ 知的社会人1年目の本の読み方 山口 謠司‖著 フォレスト出版 本館

141-ﾊ あなたのその「忘れもの」コレで防げます 芳賀 繁‖著 NHK出版 本館

336-ﾏ 女性の話を聴かない上司は仕事をだめにする 前川 由希子‖著 ポプラ社 本館

492-ﾆ
病気になったとき体の中で起きてることが見える本
ひと目でわかるCG図解

NHK‖編　主婦の友社‖編 主婦の友社 本館

493-ﾘ
図解よくわかる下肢静脈瘤きれいな脚がよみがえる!!
最新治療と正しい知識

両国あしのクリニック‖監修 日東書院本社 本館

912-ｵ 学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで 岡田 麿里‖著 文藝春秋 本館
F-ﾅ 御徒の女 中島 要‖著 実業之日本社 本館
F-ﾊ 暗手 馳 星周‖著 KADOKAWA 本館
F-ﾊ 我らがパラダイス 林 真理子‖著 毎日新聞出版 本館

F-ﾐ あとは野となれ大和撫子 宮内 悠介‖著 KADOKAWA 本館

E-ｶ あかちゃんごおしゃべりずかん かしわら あきお‖作・絵 主婦の友社 本館

E-ｸ しろさんとちびねこ
エリシャ・クーパー‖作
椎名 かおる‖訳

あすなろ書房 本館

E-ﾌ もりのとしょかん ふくざわ ゆみこ‖作・絵 学研プラス 本館
E-ﾐ ほうちょうさんききいっぱつ みやにし たつや‖作・絵 教育画劇 本館
E-ﾐ ねがえりごろん 斉藤 洋‖さく　ミスミ ヨシコ‖え 講談社 本館

《絵本》

《総記・心理学》

《社会・医学》

《文学》

本館　10:00 ～ 18:00
分室　09:00 ～ 17:00

■本館　毎週月曜日
                 第３金曜日
                 (７・８月は開館）
○分室　毎週火曜日
祝日と重なった場合は開館し、翌日休館します。

■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

開館

休館

●今日の料理　●現代農業　●ESSE　
●Be-PAL　●子供の科学　●with
●H27年度発売の雑誌　寄贈本　など…
1人5冊（ただし同一雑誌は2冊）まで。

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



小鹿野町は奥秩父の山塊に抱かれている。全国から

百名山登山者が訪れ、流行のトレイルランでも有名

だけど、私たちにとっては、現在（いま）を見守っ

てくれる身近な存在。登ったり、学んだ

り、もっと山を知りたいなあ。

「笑顔 ・ 挨拶 ・ アイコンタクト」 は

私も是非実践していきたいです。

黒澤くんのオススメ　

BEATLESS
長谷敏司著／角川書店
コンピュータが発達しすぎた近未来。 主

人公の少年 （17 歳） は、 人工知能を

超える超高度 AI が作り出したロボット 「レ

イシア」 と出会う。 現実的にも避

けては通れないロボット社会、 起こ

りうるかもしれない危ういフィクショ

ン。 人とモノの関係に切り込んで

いった著者の描写に引き込ま

れた。

　　　　　　　　　　　　　　　　

井隝さんのオススメ

真夜中のパン屋さん
大沼紀子著／ポプラ社　 Ｆオ文庫
真夜中にだけ営業する不思議なパン屋さ

ん。 謎多き笑顔のオーナーと、 口の悪い

パン職人が働くこの店には、 なぜか珍客

ばかり訪れる…。 順風満帆に生きられな

い困ったひとたちを、 パン屋さんが救う！

ほろ苦さと甘酸っぱさに心が満ちる物語。

５巻まで出ていますが、 最新刊はまだ２４

ページしか読めていません ( 笑 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

虹花さんのオススメ

９割がバイトでも最高のスタッフに育つ 
ディズニーの教え方
福島文二郎著／ KADOKAWA　689 フ

「素質」 は問わない――。 9 割のスタッフが

正社員ではなく、 アルバイトでありながら、

高いサービスの質を維持してきたディズニー

の人材育成方法とは？教育方法を紹介しな

がら、 一般の会社でも活用できる社員教育

のコツとポイントを解説。 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

大野クンのオススメ

置かれた場所で咲きなさい
渡辺和子著／幻冬舎　159 ワ
宗教家である著者が綴った珠玉の言葉が

並ぶ人生読本。 人生は悩んだり、 思い通

りに進まないことも多い。 「どんなところに置

かれても花を咲かせる心を持ち続けよう。」

境遇を選ぶことはできないが、 生き方を選

ぶことはできる。 現在というかけがえのない

時間を精一杯生きようという著者の気持ち

が最も伝わってくる一文だと思います。

猪野さんのオススメ

５年後のラブレター　
村上桃子著／泰文堂 
最愛の夫の突然の死から 5 年。 菜緒は

心を空っぽにしたまま息子とふたりで生き

ていくため働いていた。 そんなある日、

一通の手紙が届く。 それはお気に入りの

絵本の登場人物からの冒険への誘いだっ

た。 ドラマのノベライズ作品でドラマも一緒

に見てもらいたいです。

両神山風土記
山案内人山中宗助山語り
飯野頼治著／山里探訪会 S291 イ
両神山荘の先代、 山中翁の両神山との
関わり等を中心に書かれている。 上記『両
神山』 の解説にくらべ、 聞き書き特有の
人の営みを感じる温かさが文章に表れ、
読みやすい。 両神山とともに生きた山中
宗助翁の生き様を感じよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　

りょうかみ双書３

両神山　
両神村史編さん委員会編

両神村 S291 リ
両神山の自然、 歴史、 民俗など多方面
から両神山を解説した貴重な郷土資料。
なかでも山岳信仰の歴史に焦点をあてた
第３章では、 観光とは違う両神山の別の
一面を知ることができる。 両神山を愛す

る人には必読。 　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

両神　
三宅　修 ・ 川添修司 ・ 渡辺千昭著／両
神村　両神村観光協会 S748 リ
両神の四季を凝縮した写真とスケッチの作
品集。 早春の淡い芽吹きを、 ヤシオツツ
ジの可憐な花を、 深緑の清清しい朝の気
配を･･･。 両神山の美しさを感じたいけれ
ど、 山に登るのはたいへ～ん、 と言う方に
オススメ。
『雲取山』 宮崎稔著／日本経済新聞社も

奥秩父の山々の様を堪能できる。 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

童話集　両神山の氷穴
犬木徳翁著／ S949 イ
小鹿野町伊豆沢生まれの著者が、 小中
学校長退職後に綴った童話の短編集。
町内に伝わる昔話をもとにした童話数編に
は、 かつての小鹿野の賑わいを垣間見る
ことができる。 この町で生きていた先人た
ちの物語を読むことで、 自分の暮らしに厚
みが加わる、そんな一冊。 1980 年発行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

ことりっぷ　ちちぶ　
ことりっぷ編集部／昭文社 S291 チ
山から降りたら、 美味しいもの食べます
か？ゆったり温泉？町には町の楽しみの

ありますよ。 　　　　　　　　　　　　　　　　

小菅くんのオススメ

７つの習慣　ティーンズ
ショーン ・ コヴィ著／キングベアー出版

これから大人社会での長い旅路に一歩を

踏み出す、 若い世代のための本。 成功

の鍵を握るための習慣と、 何を人生の中

心にするべきかが書かれている。 96 年

刊 「7 つの習慣」 を土台として書かれた

ティーンズ編。 苦手だと思っていた自己

啓発本も、 この本は読むことがで

きました。 　　　

奈実子さんのオススメ

神々の指紋　上下
G ・ ハンコック著／小学館　209 ハ
ジャーナリストの経験で培われた行動力と

情報収集力を駆使しながら、 時には危険

を冒して、 古代文明の遺跡を訪ねる旅を

続ける著者。 驚くべき数々の発見は人類

の古代史に対する認識を、 劇的に変える

ものであった。 　実際に旅へ行ってみたく

なる一冊。 　　　　

設樂さんのオススメ

四畳半神話大系
森見登美彦著／角川文庫　Ｆモ文庫

私は 「薔薇色のキャンパスライフ」 を想

像していたのに、 現実はほど遠かった。

もし、 あの運命の時計台前で、 ほかの道

を選んでいれば…。 冴えない大学３回生

の主人公が、 ４つの平行世界で大学生

活を変えていく一人称小説。 おかしくもほ

ろ苦い青春ストーリー。 親近感がわく主人

公と独特の世界観が面白いですよ～。 　

　　　　

今年もやりますよぉ～。
詳細は７月号でお知らせします。

資料を捜すお手伝いをし

ます！町内の学校や県内

の図書館から借りること

もできます！

本を読んでたら、TV を観てたら

「あれ？」と思うことがある。

そんな時は、迷わず

図書館へ GO!

図書館で調べた

ら、「ほー。そ

うだったのか。」

疑問は解けたけど、もっと知りたく

なった。研究心がむくむくと芽生え

てきた！よし、調べるコンに挑戦だ！

関口くんのオススメ

ぽっぺん先生
舟崎克彦著

筑摩書房
「さて、 そろそろはじめ

ますか…。」 が口癖で    

生物学部の助教授 「ぽっ

ぺん先生」 がある日不思議な世界に迷い

込むという作品。 随所にちりばめられた生

物の知識も面白い。 著者名は「かつひこ」

ではなく 「よしひこ」 と読む、 って今はじ

めて知りました。 汗

僕が本を読
むようになっ
たのは、 関
口君の影響
なんですよ。

幼稚園から
同級生

はじめて聞い
たわ、 そん

な話。

こ
れ
だ
！
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illustrated by Yumi Ideura


