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<防災の日> 運動会（志中・歌中）
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<敬老の日> <秋分の日>
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福興市 敬老会（志） 敬老会（歌） 敬老会（戸・入） 運動会（戸保）
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　・伊里前保育所 　　　　三浦
み う ら

唯
ゆい

さん

　・入谷ひがし幼児園    白石
し ら い し

夏
なつ

都
と

さん

※個人情報につきましては、本人または保護者の了承を得て掲載しています。

50冊の読書がおわったお友だちです。

南三陸町図書館だより
〒986-0725

南三陸町志津川字沼田56

【9月の予定】平成29年9月1日発行　第71号

★多読賞★

入谷八幡神
社例大祭

仙台89ERSプレ
シーズンゲーム

◆どんどんくらぶ◆ 

『とんとんずもうであそぼう!!』 
    日時：9月9日（土）午後2時から 

    場所：南三陸町図書館 

    対象：幼児・小学生 定員：10名 

持ち物はありません。参加を希望する方は9月7日

（木）までに図書館にお申込みください。定員にな

り次第、募集は終了いたします。 

第2回南三陸町図書館を使った 

調べる学習コンクール 
調べる学習コンクールのスタンプは9月28日（水）ま

で押しています。図書館・公民館図書室にスタンプ

カードを出してスタンプを押してもらってください。 



　　　　　◆1日図書館員◆

8月11日（金・祝）1日図書館員体験を開催しました。
図書整理や本の貸出を体験していただきました。
この体験をきっかけに本や図書館のことをもっと好きに
なってもらえるとうれしいです！

　　　　　◆どんどんくらぶ◆

　　　　本の形をしたオリジナルメモリアルボックスをつくり
　　　　ました。貝殻やチケットなど夏休みの思い出を入れる
　　　　のにぴったり！みんな上手にできました。
　　　　今後のどんどんくらぶの詳細は図書館だよりなどで
　　　　おしらせします。

 

こんな時はどうしたらいいの? 
 

○返却期限を過ぎてしまった！ 

→貸出期間は2週間です。必ず期限を守って返却しましょう。 

返却されない場合は、電話やはがきでご連絡をすることがあります。 
 

○借りている本を破いてしまった！ 

→本を破いてしまったり壊してしまった場合、返却時にカウンターで教えてください。 

専用のテープで修理しますので、家にあるセロハンテープやのりなどは貼らない

でください。 
 

○借りている本を失くしてしまったかも・・・ 

→本を失くしたり、修理できないほど壊したり汚してしまった場合は弁済になります。

同じ本を用意していただくことになりますので図書館にご連絡ください。 
 
 

図書館の本はみんなの本です。大切に読みましょう！ 

分からないことがあったら図書館の人に聞いてね。 
 



新着図書のご案内
（2017年7月21日から8月20日まで）

タイトル 著者・編者等 出版社 請求記号
0　総記
日本は世界で第何位? 岡崎大五 新潮社 031オカ
1　哲学・宗教
みんなの風水 黒門 監修 池田書店 148コク
しぐさ風水 紫月香帆 PHP研究所 148シツ
ちょい足し風水 中島多加仁 扶桑社 148ナカ
行列のできるしあわせ風水 マダム山陽 星雲社 リベラル社 148マタ
わんにゃん風水 松草柚庵 泉書房 148マツ
ハッピーになれるカラー風水 Misty編集部 編 実業之日本社 148ミス
運のいい人になるためのお悩み解決風水 李家幽竹 中央公論新社 148リノ
この一冊であなたの家の宗教がよくわかる!　曹洞宗 角田泰隆 監修 日東書院本社 188ツノ
2　歴史・伝記・地理
万葉びとの生活空間 : 歌・庭園・くらし 上野誠 塙書房 210ウエ
古事記の禁忌　天皇の正体 関裕二 新潮社 210セキ
会津藩vs薩摩藩 : なぜ袂を分かったのか 星亮一 ベストセラーズ 210ホシ
特攻 森山康平 河出書房新社 210モリ
飛鳥-水の王朝 千田稔 中央公論新社 216セン
日本人なら絶対知っておきたい韓国の歴史 山﨑赤秋 幻冬舎ルネッサンス 221ヤマ
皇室　Our　Imperial　Family　第75号　平成29年夏号 一般財団法人日本文化興隆財団 扶桑社 288ニホ
悪魔の日記を追え デイ ヴィッド・キニー/ロバート・ウィットマン 289ウイ
白洲家の日々 牧山圭男 新潮社 289マキ
ひとりたび1年生 たかぎなおこ メディアファクトリー 291タカ
ひとりたび2年生 たかぎなおこ メディアファクトリー 291タカ
韓国女ひとり旅 ミカヅキカンナ/ヒラマツオ 中経出版 292ミカ
ひとりパリ行き オオトウゲマサミ 大和書房 293オオ
パリやりくりひとり旅 オオトウゲマサミ 大和書房 293オオ
パリで暮らしてみた すげさわかよ 大和書房 293スケ
てづくりのヨーロッパ旅行 すげさわかよ 大和書房 293スケ
北欧トラベルダイアリー すげさわかよ 河出書房新社 293スケ
ワイワイハワイ Kuma・Kuma スリーエーネットワーク 297クマ
3　社会科学
移住楽園 茶花ぽこ  スリーエーネットワーク 302チヤ
科学捜査ケースファイル ヴァル・マクダーミド 化学同人 317マク
「ごみ屋敷条例」に学ぶ条例づくり教室 板垣勝彦 ぎょうせい 318イタ
教養としての「税法」入門 木山泰嗣 日本実業出版社 345キヤ
笑える!世界の七癖エピソード集 岡崎大五 PHP研究所 361オカ
「めんどくさい人」の取り扱い方法 渋谷昌三 PHP研究所 361シフ
苦手なあの人と付き合わないですむ本 中村将 宝島社 361ナカ
人が壊れてゆく職場 笹山尚人 光文社 366ササ
アジアで花咲け!なでしこたち たかぎなおこ メディアファクトリー 366タカ
データで読む教育の論点 舞田敏彦 晶文社 372マイ
図解プログラミング教育がよくわかる本 石戸奈々子 講談社 375イシ
「大学改革」という病 山口裕之 明石書店 377ヤマ
発達障害の子のためのハローワーク 鈴木慶太　他 合同出版 378スス
ASD〈アスペルガー症候群〉、ADHD、LDお母さんができる発達障害の子どもの対応策 宮尾益知 河出書房新社 378ミヤ
日本の食欲、世界で第何位? 岡崎大五 新潮社 383オカ
気持ちよく暮らす「生活のしきたり」 阿部絢子 集英社 385アへ
お葬式の雑学 市川愛 扶桑社 385イチ
〈小笠原流〉日本の礼儀作法・しきたり 柴崎直人 PHP研究所 385シハ
なぜ夜に爪を切ってはいけないのか 北山哲 角川SSコミュニケーションズ 387キタ



4　自然科学・医療
津波工学研究報告　第34号 東北大学災害科学国際研究所 453トウ
野草の手紙 ファンデグォン 自然食通信社 473フア
不安をやわらげる家族の認知症ケアがわかる本 亀山祐美 監修 西東社 493.7カメ
体の危険サインの見つけ方 平石貴久 PHP研究所 498.3ヒラ
悪い食事とよい食事 丸元淑生 新潮社 498.5マル
5　技術・工業・家庭
環境白書　循環型社会白書／生物多様性白書 環境省総合環境政策局環境計画課　他 全国官報販売協同組合 519カン
原発はいらない 小出裕章 幻冬舎ルネッサンス 543コイ
この国は原発事故から何を学んだのか 小出裕章 幻冬舎ルネッサンス 543コイ
私たちのお弁当 クウネルお弁当隊 マガジンハウス 596.4クウ
もっと私たちのお弁当 クウネルお弁当隊 マガジンハウス 596.4クウ
私のおべんとう 栗原はるみ 扶桑社 596.4クリ
ズボラでOK!手作り酵母のパンとお菓子 あんこ アールズ出版 596.6アン
１分から始める！魔法のかたづけ・収納術 小松　易 PHP研究所 597コマ
スッキリ!カンタン! 1行片づけ術 : 今すぐできる便利ワザ134 すはらひろこ 監修 イースト・プレス  597.5スハ
7　芸術・体育
かわいい こわい おもしろい 長沢芦雪 岡田秀之 新潮社 721オカ
色の美術館 カロリーヌ・デノエット 河合楽器製作所・出版事業部 724テノ
女30歳、はじめて海外に行きました カタノトモコ KADOKAWA 726カタ
好き。 こぐれひでこ ロングセラーズ 726コク
パリの迷い方 じゃん・ぽ～る西 集英社 726シヤ
パリ愛してるぜ～ じゃん・ぽ～る西 集英社 726シヤ
かかってこいパリ じゃん・ぽ～る西 集英社 726シヤ
タイ居座り日記 猫島礼 ぶんか社 726ネコ
たびたびあじあ上海 野中のばら 竹書房 726ノナ
馬場のぼる　ねこと漫画と故郷と こぐま社 726ハハ
のんのんばあとオレ 水木しげる 筑摩書店 726ミス
ねぼけ人生 水木しげる 筑摩書店 726ミス
座右のキョロちゃん キョロちゃん愛護協会 岩崎書店 754キヨ
歌舞伎の解剖図鑑 辻和子 エクスナレッジ 774ツシ
Fishing Café VOL.57(2017AUTUMN) シマノ 787
釣り竿一本からはじめる魚釣り 村越正海 成美堂出版 787ムラ
9　文学
鎌倉不動産のあやかし物件 安東あや KADOKAWA 913.6アン
ひとり旅の神様 五十嵐雄策 KADOKAWA 913.6イカ
オーダーは探偵に [8] 近江泉美 KADOKAWA 913.6オウ
オーダーは探偵に [9] 近江泉美 KADOKAWA 913.6オウ
大きな音が聞こえるか 坂木司 KADOKAWA 913.6サカ
殺人犯はそこにいる 清水潔 新潮社 913.6シミ
家康・十六武将 徳永真一郎 PHP研究所 913.6トク
三四郎 夏目漱石 角川書店 913.6ナツ
影裏 沼田真佑 文藝春秋 913.6ヌマ
タフガイ 藤田宜永 早川書房 913.6フシ
太陽のパスタ、豆のスープ 宮下奈都 集英社 913.6ミヤ
長い長い殺人 宮部みゆき 光文社 913.6ミヤ
忍びの国 和田竜 新潮社 913.6ワタ
バブルノタシナミ 阿川佐和子 世界文化社 914アカ
あなたの人生を、誰かと比べなくていい 五木寛之 PHP研究所 914イツ
神秘大通り 上 ジョン・アーヴィング 新潮社 933アウ
神秘大通り 下 ジョン・アーヴィング 新潮社 933アウ
オープン・シティ テジュ・コール 新潮社 933コル
タッポーチョ太平洋の奇跡 ドン・ジョーンズ 祥伝社 933シヨ
震災関係資料
※東日本大震災再生期前半（平成26・27年度）の取組記録誌 宮城県震災復興・企画部震災復興推進課 369.3ミヤ
※東日本大震災再生期前半（平成26・27年度）の取組記録誌〈概要版〉 宮城県震災復興・企画部震災復興推進課 369.3ミヤ
※The Great East Japan Earthquake Reconstruction Report〈Digest〉 Fiscal Year2014-2015 宮城県震災復興・企画部震災復興推進課 369.3ミヤ



お探しの本が見つからない時は職員までお声掛けください。
読みたい本が貸出中でも予約をすることができます。
※のついている本は貸出できません。館内での閲覧のみです。

震災関係資料
東日本大震災津波映像（DVD） Dヒガ
東日本大震災津波映像Ⅱ（DVD） Dヒガ
東日本大震災ぞれぞれの1年　宮城（DVD） Dヒガ
東日本大震災ぞれぞれの1年　岩手（DVD） Dヒガ
東日本大震災ぞれぞれの1年　福島（DVD） Dヒガ

※河北新報の百二十年 河北新報社 070カホ
※江戸時代末期　涌谷藩士屋敷地図 涌谷町文化財友の会/涌谷こもんの会 090ワク

※宮城県社会経済白書　平成28年度版 宮城県震災復興・企画部 302ミヤ

はっけん!NIPPON グループ・コロンブス/古谷充子 PHP研究所 k291クル
目でみる地下の図鑑 こどもくらぶ 東京書籍 k450コト
月を知る! 三品隆司/吉川真 岩崎書店 k446ミシ
世界の乗りもの大図鑑 クライブ・ギフォード 河出書房新社 k536シフ
消えた白ギツネを追え 富安陽子/大庭賢哉 偕成社 k913トミ
クヌギ林のザワザワ荘 富安陽子/安永麻紀 あかね書房 k913トミ
龍のすむ家 クリス・ダレーシー 竹書房 k933タレ

あなたってほんとにしあわせね！ キャスリーン・アンホールト 童話館出版 アン
ちか100かいだてのいえミニ いわいとしお 偕成社 イワ
うみの100かいだてのいえミニ いわいとしお 偕成社 イワ
メイシーちゃんのかずのえほん ルーシー・カズンズ 偕成社 カス
メイシーちゃんのいろのえほん ルーシー・カズンズ 偕成社 カス
Knock Man T-Novmichi テイ
4こうねんのぼく ひぐちともこ 草炎社 ヒク
ぴよぴよぴよ 平野剛 福音館書店 ヒラ
パディントンのてんらんかい M.ボンド/D.マッキー アリス館 マツ
やさしいたんぽぽ 安房直子/南塚直子 小峰書店 ミナ
おやくそくえほん　1 山本省三 ひかりのくに ヤマ
わたしからあなたへ アデル・ジェラス/クリフ・ライト 草炎社 ライ
あしたあそびにいきます わこけいこ Art Boxインターナショナル ワコ

絵本

郷土資料

行政資料等

児童書






