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①気ままにドライブが趣味です。
最近は、県内の滝を見に行きました!

②夏は館内が涼しく、資料も豊富で、
課題などをやるときに利用していました。

『告白』

湊かなえ/著 双葉社

この本は、小学６年の頃に隣の席
の友人から借りて読みました。登場
人物全員がそれぞれ問題を抱えて
おり、暗い内容ながら１人１人の人
物の言動について考えられるので
おすすめです。

『失はれる物語』

乙一/著 角川書店

表題作の切なくなるお話から、ミス
テリー、コミカルな作品などが揃った
短編集です。読書を始めたいけど
何を読んだらいいか分からないとい
う方にもおすすめです。

『いなくなれ、群青』

河野裕/著 新潮社

私が大学生の時に買った本です。
2015年の大学読書人大賞に選ばれ
ました。無くしたものを探す物語で、
子どもの頃に思い描いていた理想
や憧れを思い出させてくれます。

『二十四の瞳』

壺井栄/著 角川書店

瀬戸内海にある小さな島で、新任教
師の「先生」と１２人の教え子達が戦
争によって様々な悲劇に苦しめられ
ながらも前を向いて必死に生き抜い
ていく姿に感動しました。

『パズル』
山田悠介/著 角川書店

登場人物の１人１人に心情や背景
が描かれ、とても面白く読みやすい
本でした。設定が斬新で、想像もつ
かない展開になるので、ハラハラド
キドキしながら読めました。

『哲学用語図鑑』
田中正人/著 斎藤哲也/編

プレジデント社

イラスト豊富でわかりやすく、楽しく
哲学を学ぶことができる一冊です。
哲学のことが気になっているけど、
難しそうで手が出せないという人に
特にオススメしたい本です。

『笑うフェルメールと微笑む

モナ・リザ –名画に潜む

「笑い」の謎』

元木 幸一/著 小学館

楽しい笑顔、悪巧みのにやけ顔、思
わず笑ってしまうような変な顔、この
本では絵画に描かれた「笑い」につ
いて解説しています。美術史入門書
としても読みやすいです。

『表参道のセレブ犬と

カバーニャ要塞の野良犬』

若林 正恭/著 KADOKAWA

キューバ行きの航空券がたまたま
一席空いていたことから、キューバ
に旅に出ることになります。現地の
人との会話が面白く、自分も旅行し
ているような気持ちになります。

総務課 染野綾汰 さん
建設課

田部井勇介 さん

①小学生からやっている剣道です。
今も稽古には参加しています。

②歴史漫画や生物の図鑑を借りたり、
授業の調べもので利用しました。

総合政策課 山岸勇輝さん
会計課

猪野木乃葉 さん

①野球（中学）弓道（高校・大学）です。
現在も楽しく続けています。

②高校生の時、受験勉強で利用しま
した。合間に友人とする雑談が楽しみ
でした。

①歌舞伎が好きです。初舞台は５歳で、
１年に１度は舞台に出ています。

②定期テスト前や公務員試験前は毎日
のように通いつめ、学習机を利用して
いました。

税務課
小池拓弥 さん

①中学生のときにやっていたテニスです。
今は役場の同好会で練習しています。

②大学時代、レポート課題の調べもの
や勉強をするときに利用しました。

学校教育課
髙橋祐哉さん

小鹿野保育所
島田千穂さん

①旅をすることが好きです。一人でも
海外に出かけます。

②学校図書館で小説を借り読んで
いました。大学の時も研究のために
利用していました。

社会教育課
加藤淳太さん

①カメラ片手に散歩をしたり、車での
散策が好きです。

②美大時代のレポート作成や、制作の
資料集めによく利用していました。

①音楽鑑賞が好きで、ライブなどにも
行きます。

②大学生のときに大学の図書館を
利用していました。

１０月号では、地域おこし協力隊、地域創生アドバイザーの皆さんのオススメ本を紹介します。お楽しみに!

オススメ本
今年度、入庁の新人職員さんたちに、お

すすめの１冊を紹介してもらいました。

今回は、本の紹介だけでなく、①趣味や

②図書館の利用経験についても聞いて

みました。

これからも、図書館をたくさん利用して

日々の生活や趣味、仕事に役立ててく

ださい。さあ、新人職員さんたちはどん

な本を紹介してくれるのかな?
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秋分の日 振替休日

特別整理期間

分室休館　

３０ １０/１ ２ ３ ４ ５ ６

月 休館日開館時間

10:00～18:00９  9:00～17:00

〒368-0201
小鹿野町両神薄2713-1
両神ふるさと総合会館2F
TEL：0494-79-0150
FAX：0494-72-3206

本館

〒368-0105
小鹿野町小鹿野167-1
小鹿野文化センター2F
TEL：0494-75-0063
FAX：0494-75-0032

分室

http://www.town.ogano.lg.jp/ogano-library/HP

tyosyokan@town.ogano.lg.jpE-mail

９ 月 ２８ 日（金）
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

移動図書館

※悪天候の場合は、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。

楽しいおはなしの会
場所：文化センター和室 時間：10:30～

幼児・小学生･親子でどうぞ！

キッズ

場所：両神ふるさと総合会館 ２階 視聴覚室
時間：10:30～

おはなし会

プ チ 絵本・紙芝居・手遊び
手作りのおみやげがあるよ！

絵本・紙芝居
かんたんな工作もあります｡

（３歳ぐらいまで）

（幼児・小学生）
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図書館からの

お知らせ

information 
特別整理期間 休館分室 臨時休館

9/８（土）は、文化講演会開催
のため休館となります。

ブックスチャレンジ
場所：健診会場児童館 時間：13:30～ ※健診対象者のみ

絵本を通して、優しく語りかけ共に過ごす時間をお手伝いします。
絵本プレゼント＆読み聞かせについての話があります。

ブックスタート &
ブックスチャレンジ

６ヵ月児&
１歳児

２歳児

本館 9/18（火）～21（金）

分室 9/25（火）～27（木）
蔵書点検のため休館
となります。

ご理解ご協力を

お願いします。

読みたい本がどこにあるのかわからない、読みたい本が見つからない、どうやって探せ
ばいいの?と悩んでいる図書館BEGINNERの皆さんに、本の探し方をお教えします。
コレであなたも、図書館がぐっと身近な存在になること間違いなしです。

読みたい本が決まっている場合 館内の蔵書検索を利用してみよう ! 読みたい本・探している本がない場合

蔵書検索では、まず書名や著者名、

で検索してみましょう。書名などが

わからない場合は、キーワードからも

検索できます。書名の一部分や本

に関する言葉などを入力してくださ

い。また、ＨＰからも蔵書検索ができ

るので、検索してから来館するのも

ひとつの手です。

町内の小・中学校図書室、県内

の公共図書館から本を借りるこ

とができます。カウンターで手続

きをしてください。また、購入希

望としてリクエストすることもで

きます。（要望に添えない場合もあ
ります。ご了承ください。）

館内の配置図を参考に、書架を

探してみましょう。配置図は、館

内のところどころに張ってあり

ます。見つからない場合は、

カウンターへ

お声がけください。

職員（司書）が

お手伝いします。

第３回調べる学習
コンクール受付開始

（１０／１８まで）

その他、わからないことは職員に
相談してくださいね。

図書館BEGINNER
ワンポイント情報

本の探し方編


