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町立
ち ょ う り つ

図書館
と し ょ か ん

だより

●発行：高畠町立図書館 ２０２２・８・１

1日図書館員を募集します！
大人気！！

2022年上半期

Ｎｏ．２３９

― 休館のお知らせ ―

下記の期間、図書館は休館日となります。

休館中の図書・雑誌のご返却は『返却ポスト』をご利用ください。

CD・DVD・大型絵本・紙芝居・相互貸借資料は

開館後、総合カウンターまでご返却ください。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

8月13日（土） ～ 15日（月）

1日図書館員の日程が決まりました！

申込者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。

日付 令和 4 年 9 月 11 日（日）
申 込 受 付 ／ 8月25日（木）まで

当選者発表／ 8月27日（土）から

[午前] 9：30～12：00 4人

[午後] 13：10～15：40 4人

時間・定員

館内案内、カウンター受付、

本の貸し出し・返却、本棚の整理･･･など

内容

高畠町内の小学生3・4年生対象となります。

申込みの受付は図書館カウンターにておこないます。

※電話では受付できません

図書館のお仕事って、どんなことをしているの？1日図書館員になって、体験してみよう！

NEW ▹▹▹新しい雑誌を受け入れしました！

2022年9月号より、新しく受け入れしました。

◍雑誌の貸し出しは2冊・14日間となります

◍最新号は館内閲覧のみのご利用となります

当選者の発表は、館内ホワイトボードに記入・電話でご連絡いたします。

8月より、日曜日のおはなし会が

14：00～になります。

あるほなつき・高畠町立図書館 共同企画！

木の玉っころちゃんで、本をつくろう！企画をしています。（入口にて展示）

みなさんの書いたひとことが、一冊の本になります。ぜひご参加ください。

①展示ブースにて、お題の写真を選んでください。

②自由にひとことを記入✐

③本になるまで待っててね！

本は完成後、図書館で貸出できるように受け入れをします。

～あるほなつきさんのご紹介～

「あるほなつき」は、「あるほ」と「なつき」のユニットで

山形県を拠点に絵本の出版や作品制作に取り組んでいます。

ストーリー原案、写真、絵、文、デザインを2人で作り上げ、

「本」という形で表現活動を行っています。

また、「あるほなつき」の作品は全て、2人で作業を分担し、

みずから製本しています。

みんなで をつくろう！～写真でひとこと～



◍　 かえるのほんや やぎ　たみこ／作・絵 PHP研究所

◍　 つきをなくしたクマくん 谷口　智則／著 文溪堂

◍　 あるひくじらがやってきた ニック・ブランド／作 小学館 ◍　 80歳の壁 和田　秀樹／著 幻冬舎

◍　 おばけのジョージーたからさがし ロバート・ブライト／作 好学社 ◍　 ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部／編 岩波書店

◍　 ねぼすけさん うえの　よう／作 福音館書店 ◍　 ウソをつく生きものたち 森　由民／著 緑書房

◍　 さかなくん しおたに　まみこ／著 偕成社 ◍　 朽ちゆく庭 伊岡　瞬／著 集英社

◍　 広重ぶるう 梶　よう子／著 新潮社

◍　 情事と事情 小手鞠　るい／著 幻冬舎

◍　 宙ごはん 町田　そのこ／著 小学館

◍　 とあるひととき 三浦　しをん／著 平凡社

◍　 戦争をやめた人たち 鈴木　まもる／文・絵 あすなろ書房

◍　 ほたるのひかりかた 今津　奈鶴子／作 福音館書店

◍　 世界の市場 マリヤ・バーハレワ／文 河出書房新社

◍　 ことばで遊ぼう!!ことばあそび大図鑑 青山　由紀／監修 国土社

◍　 ねこのこね 石津　ちひろ／詩 アリス館 ◍　 部活動にうちこむ 佐藤　理絵／監修 日外アソシエーツ

◍　 はりねずみのノート屋さん ななもり　さちこ／作 福音館書店 ◍　 13歳からの著作権 久保田　裕／監修 メイツユニバーサルコンテンツ

◍　 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　17 廣嶋　玲子／作 偕成社 ◍　 桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持　よつば／著 新日本出版社

◍　 本おじさんのまちかど図書館 ウマ・クリシュナズワミー／作 フレーベル館 ◍　 恋愛問題は止まらない 吉野　万理子／作 小学館

◍　 あそび室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 ◍　 残心 我孫子　武丸／著 光文社

貸し出しランキング

2022年上半期

児童

企画

夏休みの宿題を応援！

夏休み応援企画！

自由研究・工作のヒントに

なる本を紹介しています。

～8/31（水）まで

正面

企画 「夏の読書・ナツドク」

はじめませんか？

全国課題図書・YBC指定

図書と、夏に読んでほしい

おすすめの本を紹介してい

ます。
～8/31（水）まで

企画展のご案内

一般

企画
家計をお助け！

物価の上昇により、節約

やお金を活かすことが必

要になってきました。節約

術や貯蓄についてなどの

本を紹介しています。

NEW

上半期の貸出が多かった本のランキングです。（1月1日～6月30日まで）

まだ読んだことのない本がありましたら、ぜひ借りてみてください📖

一般書部門

『ミカエルの鼓動』柚月 裕子著／文藝春秋 『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』
廣嶋 玲子著／偕成社

2位 『白鳥とコウモリ』 東野圭吾著／幻冬舎

3位 『三千円の使いかた』 原田ひ香著／中央公論新社

4位 『塞王の楯』 今村翔吾著／集英社

5位 『1日5分からの断捨離』
やましたひでこ著／大和書房

児童書部門

2位 『へのへのカッパせんせい』 樫本学ヴ作絵／小学館

3位 『最強王図鑑シリーズ』 学研プラス

4位 『写真でわかる決定版おりがみ大百科』

山口真著／西東社
5位 『深海生物大図鑑（ふしぎな世界を見てみようシリーズ）』

高橋書店

2位と僅差でした！ 全巻大人気！

開館時間 火曜日～日曜日 10：00～19：00

休館日 毎週月曜日（祝日にあたるときは翌日が休館）

年末年始（12/28～1/4）

蔵書点検期間

児童図書 一般図書

ティーンズ

二井宿放課後子ども教室に

6月9日に二井宿公民館にて、小学校低学年を対象

としたおはなし会と、七夕飾り作りを行いました。

たくさん作っていただきありがとうございました！

飾りは、短冊と一緒に図書館にて展示しました。

『 おふろのなかのジャングルたんけん 』

まつおかたつひで作絵／童心社

◍内容紹介◍

男の子がおふろの中へもぐったら、そこはなんとジャングル。

カヌーにのったアンドレアスと出会った男の子は、いっしょにアマ

ゾン川を旅して、見たこともない生き物たちと出会い…。

『 子宝船 きたきた捕物帖 2 』

宮部みゆき 著／PHP研究所

◍内容紹介◍

宝船の絵から、弁財天が消えた…。

江戸深川で起こる不可解な事件に2人の「きたさん」が立ち

向かう、謎解き×怪異×人情の捕物帖シリーズ、第2弾。

『 ブラックホールってなんだろう？ 』

嶺重慎文／福音館書店

◍内容紹介◍

ブラックホールが私たちをつくった!? 

謎の天体、ブラックホールのなりたちやしくみ、意外な役割までを、モノク

ロのあたたかみのある絵とともに描きます。

新着図書のご案内 他にも新しい本が多数入っております。各新着図書リスト、カウンターモニターをご覧ください。

『 18歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール 』

消費者教育支援センター監修／旬報社

◍内容紹介◍

格安瘦身エステ、マルチ商法、フリマアプリ…。それ、本当に大丈夫?

18歳成人や、まもなく18歳を迎える10代の読者に向け、悪質商法へ

の対処法や、契約とお金のルールなどの基本的な知識を漫画やイラス

トを交えて紹介。

行ってきました！

～7月10日まで短冊の展示をしました。

全部で117枚のお願い事がありました！
たくさん飾っていただきありがとうございました。


