
 図書館まつりを開催いたします。人形劇サークル「パペットくれよん」に

よる人形劇やボードビル、「

など楽しいこと盛りだくさんです。工作は触って楽しい「スクイーズ」作り

を行います。また、今年も工作は２日に分けて２回行います。内容は同じ

す。土曜か日曜のどちらかに、ご参加ください。工作は事前に電話等でお申

し込み下さい。

※工作は各回２０人です。定員になり次第締め切らせていただきます※

 ☆７日（土）１３時３０分～人形劇、読み聞かせなど（ステージ）

☆１日（土）

 ☆８日（日）１３時３０分～工作（多目的室）

 

※ステージが一般新刊場所の為、７日（土）は一般の閲覧等にご不便をおか

けいたします。ご利用にあたってご不便があればカウンターへお気軽にお

声かけください。

 何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 ９月１６日から３日間行われたリサイクル市では子供から大人まで、

０人の方が来館され

たくさんのご参加ありがとうございました。
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dreamwork.codreamwork.codreamwork.codreamwork.commmm     

土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）    

夜空、青空、星空などソラ絵本大特集！ 

繰り返すしかけ 

司書のイチオシ本を紹介します。 

中村文則さん」 

PECIAL - 

MARATHON - 



★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
※新作テープの色は「黒※新作テープの色は「黒※新作テープの色は「黒※新作テープの色は「黒

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

★その他★その他★その他★その他

ロケット発射場の一日（いわた慎二郎）

そらの１００かいだてのいえ（いわいとしお）

だいぶつさまのうんどうかい（苅田澄子）

こんやはてまきずし（五味ヒロミ）

あま～いしろくま（柴田ケイコ）

カーズクロスロード（俵ゆり）

サンカクさん（マック・バーネット）

季節のことば（中村和弘）

おしりたんてい

DAYS ２（安田剛士）

フェラルズ

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本

の城 西日本編・東日本編

世界のくるま図鑑２５００

焼肉を食べる前に

羽生善治はじめての子ども将棋（羽生善治）

写真英語ずかん

 

・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書    ※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者

※新作テープの色は「黒※新作テープの色は「黒※新作テープの色は「黒※新作テープの色は「黒色色色色」です。」です。」です。」です。

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

ロケット発射場の一日（いわた慎二郎）

そらの１００かいだてのいえ（いわいとしお）

だいぶつさまのうんどうかい（苅田澄子）

こんやはてまきずし（五味ヒロミ）

あま～いしろくま（柴田ケイコ）

カーズクロスロード（俵ゆり）

サンカクさん（マック・バーネット）

季節のことば（中村和弘）

おしりたんてい いせきからの

２（安田剛士） 

フェラルズ ３（ジェイコブ・グレイ）

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本

西日本編・東日本編

世界のくるま図鑑２５００

焼肉を食べる前に。（中川洋典）

羽生善治はじめての子ども将棋（羽生善治）

写真英語ずかん １・２・３（大門久美子）

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者です。です。です。です。 

」です。」です。」です。」です。 

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ 

ロケット発射場の一日（いわた慎二郎） 

そらの１００かいだてのいえ（いわいとしお）

だいぶつさまのうんどうかい（苅田澄子）

こんやはてまきずし（五味ヒロミ） 

あま～いしろくま（柴田ケイコ） 

カーズクロスロード（俵ゆり） 

サンカクさん（マック・バーネット） 

季節のことば（中村和弘） 

いせきからの SOS ５（トロル）

 

３（ジェイコブ・グレイ） 

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本

西日本編・東日本編 

世界のくるま図鑑２５００ 

。（中川洋典） 

羽生善治はじめての子ども将棋（羽生善治）

１・２・３（大門久美子）

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書
 

★

★

 

そらの１００かいだてのいえ（いわいとしお） 

だいぶつさまのうんどうかい（苅田澄子） 

５（トロル） 

 

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本

羽生善治はじめての子ども将棋（羽生善治） 

１・２・３（大門久美子） 

「司馬遼太郎」で学ぶ日本史（磯田道史）

R

つぼみ（宮下奈都）

この世の春

さらさら流る（柚木麻子）

盤上の向日葵（柚月裕子）

いのちの車窓から（星野源）

ここが知りたい！デジタル遺品（古

図書の修理とらの巻

Dr.

江戸ビジュアル図鑑

西郷どんとよばれた男（原口泉）

中学校の地理が１冊でしっかりわかる本（宮路秀作）

 

-NEW - 
◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書    ※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「

 

★その他その他その他その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語
「司馬遼太郎」で学ぶ日本史（磯田道史）

R帝国（中村文則）

つぼみ（宮下奈都）

この世の春 上・下（宮部みゆき）

さらさら流る（柚木麻子）

盤上の向日葵（柚月裕子）

いのちの車窓から（星野源）

ここが知りたい！デジタル遺品（古

図書の修理とらの巻

（書物の歴史と

Dr.コパの金持ち風水貧乏風水（小林祥晃）

江戸ビジュアル図鑑

西郷どんとよばれた男（原口泉）

中学校の地理が１冊でしっかりわかる本（宮路秀作）

 

※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「黒黒黒黒

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 
「司馬遼太郎」で学ぶ日本史（磯田道史）

帝国（中村文則） 

つぼみ（宮下奈都） 

上・下（宮部みゆき）

さらさら流る（柚木麻子） 

盤上の向日葵（柚月裕子） 

いのちの車窓から（星野源） 

ここが知りたい！デジタル遺品（古

図書の修理とらの巻 

（書物の歴史と保存修復

コパの金持ち風水貧乏風水（小林祥晃）

江戸ビジュアル図鑑 

西郷どんとよばれた男（原口泉）

中学校の地理が１冊でしっかりわかる本（宮路秀作）

黒黒黒黒色色色色」です。」です。」です。」です。    

「司馬遼太郎」で学ぶ日本史（磯田道史） 

上・下（宮部みゆき） 

ここが知りたい！デジタル遺品（古田雄介） 

保存修復に関する研究会）

コパの金持ち風水貧乏風水（小林祥晃） 

西郷どんとよばれた男（原口泉） 

中学校の地理が１冊でしっかりわかる本（宮路秀作） 

北海道の山（伊藤健次）

るるぶメキシコ

希望の政治（小池百合子）

子どものことば（子

１日５分からの英語

惑星のきほん（室井恭子）

海水の疑問５０（上ノ山周）

世界のかわいいけもの！（パイ

動物になって生きてみた（チャールズ・フォスター）

まるごとお灸百科（岡田明三）

はじめてのレコーディング（満田恒春）

バッグの型紙の本（越膳

わたしのいつものごはん（栗原はるみ）

米粉のパンとおやつと料理（舘野鏡子）

くらべる値段（おかべたかし）

もっと知りたいフェルメール（小林頼子）

定本パースの教科書（ジョン・モンタギュー）

６歳から親子ではじめる書道教室（松川昌弘）

すぐわかる＜産地別＞染め・織りの見わ

天才棋士降臨・藤井聡太（書籍編集部）

に関する研究会） 

 

北海道の山（伊藤健次） 

るるぶメキシコ ２０１７

希望の政治（小池百合子）

子どものことば（子どもと

１日５分からの英語で子育て（羽織愛）

惑星のきほん（室井恭子）

海水の疑問５０（上ノ山周）

世界のかわいいけもの！（パイ

動物になって生きてみた（チャールズ・フォスター）

まるごとお灸百科（岡田明三）

はじめてのレコーディング（満田恒春）

バッグの型紙の本（越膳夕香）

わたしのいつものごはん（栗原はるみ）

米粉のパンとおやつと料理（舘野鏡子）

くらべる値段（おかべたかし）

もっと知りたいフェルメール（小林頼子）

定本パースの教科書（ジョン・モンタギュー）

６歳から親子ではじめる書道教室（松川昌弘）

すぐわかる＜産地別＞染め・織りの見わ

天才棋士降臨・藤井聡太（書籍編集部）

 

２０１７ 

希望の政治（小池百合子） 

どもとことば研究会）

子育て（羽織愛） 

惑星のきほん（室井恭子） 

海水の疑問５０（上ノ山周） 

世界のかわいいけもの！（パイインターナショナル）

動物になって生きてみた（チャールズ・フォスター）

まるごとお灸百科（岡田明三） 

はじめてのレコーディング（満田恒春） 

夕香） 

わたしのいつものごはん（栗原はるみ） 

米粉のパンとおやつと料理（舘野鏡子） 

くらべる値段（おかべたかし） 

もっと知りたいフェルメール（小林頼子）

定本パースの教科書（ジョン・モンタギュー）

６歳から親子ではじめる書道教室（松川昌弘）

すぐわかる＜産地別＞染め・織りの見わけ方（丸山伸

天才棋士降臨・藤井聡太（書籍編集部） 

ことば研究会） 

 

インターナショナル） 

動物になって生きてみた（チャールズ・フォスター） 

 

 

 

もっと知りたいフェルメール（小林頼子） 

定本パースの教科書（ジョン・モンタギュー） 

６歳から親子ではじめる書道教室（松川昌弘） 

け方（丸山伸彦） 

 


