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※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

【10月の予定】平成29年10月1日発行　第72号

★多読賞★ ◆おはなしでてこい◆ 
 日時：10月9日（月・祝） 午前10時から 

 場所：南三陸町図書館 

 対象：幼児・小学生・一般 

絵本や紙しばいの読み聞かせをおこないます。 

みんなであそびにきてね！ 

◆子どもの本移動展示会◆ 
 期間：10月1日（日）から10月22日（日）まで 

 時間：午前9時から午後5時まで 

 場所：南三陸町図書館 

平成28年度に出版された0歳から中学生を対象と

した絵本・児童書の展示をおこないます。 

新しいCDがふえました!! 
日本レコード協会様よりCDを寄贈して

いただきました。タイトル等は図書館

にあるCDリストでご確認ください。 

貸し出しは、利用者カード1枚につき

CD・DVDどちらか1枚までとなっていま

す。どうぞご利用ください。 



・読書週間の始まりとは…

2017年・第71回　読書週間（10月27日から11月9日まで）

どんどんくらぶ
『とんとんずもうをつくってあそぼう!!』

9月9日（土）のどんどんくらぶは『とんとんずもうをつくって
あそぼう!!』でした。
画用紙を切り抜いて力士を作り、トーナメント戦をおこない
ました。
とんとんずもうは初めてという子もいましたが、コツをつか
んでみんなで楽しく遊べました。
次のどんどんくらぶは11月に予定しています。図書館だよ
りやポスター、広報みなみさんりくをご確認ください。
たくさんの参加をお待ちしています。

終戦2年後の1947（昭和22）年、まだ戦争の傷あとが日本
中のあちこちに残っているとき、「読書の力によって、平和
な文化国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館
が力をあわせ、そして新聞や放送のマスコミも一緒になり、
第1回「読書週間」が開かれました。
第1回「読書週間」は11月17日から23日でした。これはアメ
リカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」が11月16日から1週
間であるのにならったものです。各地で講演会や本に関す
る展示会が開かれたり、読書運動を紹介する番組が作ら
れました。いまの10月27日から11月9日（文化の日をはさ
んで2週間）になったのは、第2回からです。
それから70年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広が
り、日本は世界のなかでも特に「本を読む国民」の国となり
ました。
今年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりに読書のすば
らしさを知ってもらうきっかけとなることを願っています。
（公益社団法人読書推進協議会ホームページより）



（2017/8/21～9/20）

新着図書のご案内

タイトル 著者・編者等 出版社 請求記号

YAHOO!JAPAN全仕事 実業之日本社 実業之日本社 007シツ
日本の最も美しい図書館 立野井一恵 エクスナレッジ 010タチ
高校図書館デイズ 成田康子 筑摩書房 017ナリ

遺族外来 大西秀樹 河出書房新社 146オオ
夢と幽霊の書 アンドルー・ラング 作品社 147ラン
今日も残業する君とたった10分だけ働く僕 榎本洋介 現代書林 159エノ
「すぐ不安になってしまう」が一瞬で消える方法 大嶋信頼 すばる舎 159オオ
50歳から人生を大逆転 心屋仁之助 PHP研究所 159ココ
結婚の噓 柴門ふみ 中央公論新社 159サイ
あなただけじゃないんです 瀬戸内寂聴 自由国民社 159セト
多動力 堀江貴文 幻冬舎 159ホリ
ニャンだか生きるのがラクになる「菜根譚」の教え 守屋洋 PHP研究所 159モリ

北海道戦国史と松前氏 新藤透 洋泉社 211シン
今こそ、韓国に謝ろう 百田尚樹 飛鳥新社 221ヒヤ
ロレンスがいたアラビア 上 スコット・アンダーソン 白水社 230アン
ロレンスがいたアラビア 下 スコット・アンダーソン 白水社 230アン
カメラが撮らえた最後の将軍と徳川一族 西沢教夫　他 新人物往来社 288ニシ
ルーツがわかる名字の事典 森岡浩 大月書店 288モリ
地球の歩き方 D12（韓国） 地球の歩き方編集室 ダイ ヤモンド社/ダイ ヤモンド・ビッグ社 290チキ
地球の歩き方 D09（香港・マカオ・深圳） 地球の歩き方編集室 ダイ ヤモンド社/ダイ ヤモンド・ビッグ社 290チキ
地球の歩き方 D01（中国） 地球の歩き方編集室 ダイ ヤモンド社/ダイ ヤモンド・ビッグ社 290チキ
日本百低山 日本山岳ガイド協会 幻冬舎 291ニホ
大阪 昭文社 291フラ

私にとっての憲法 岩波書店編集部 岩波書店 323イワ
知らないと損をする!国の制度をトコトン使う本 清水京武　他 KADOKAWA 343シミ
住宅セーフティネット法の解説Q&A 住宅セーフティネット法制研究会 ぎょうせい 365シユ
ありがとうノートのつくり方 中山庸子 さくら舎 365ナカ
キャリアと出産 大葉ナナコ 河出書房新社 366オオ
魔法の「しつけ」 長谷川博一 PHP研究所 379ハセ
なぜ日本人は「のし袋」を使うのか? 齋藤和胡 淡交社 385サイ

世界でいちばん素敵な宇宙の教室 多摩六都科学館天文グループ　他 三才ブックス 440タマ
星のきほん 駒井仁南子 誠文堂新光社 443コマ
クイズで覚える日本の二十四節気&七十二候 脳トレーニング研究会 黎明書房 449ノウ
深海散歩 藤倉克則 幻冬舎 481フシ
世界で一番美しいクラゲの図鑑 リサ=アン・ガーシュウィン　他 エクスナレッジ 483カシ
バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社 486マエ
シマエナガちゃん 小原玲 講談社 488オハ
にっぽんスズメしぐさ 中野さとる カンゼン 488ナカ
よく眠るための科学が教える10の秘密 リチャード・ワイズマン 文藝春秋 491.3ワイ
今日からできる認知症予防の食事と生活 家庭栄養研究会 合同出版/食べもの通信社 493.7カテ
肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山耕一郎 飛鳥新社 493.7ニシ
歯痛の文化史 ジェイムズ・ウィンブラント　他 朝日新聞出版 497ウイ
ずぼらヨガ 崎田ミナ　他 飛鳥新社 498.3サキ
イヤな気分をパッと手放す「自分思考」のすすめ 玉川真里 誠文堂新光社 498.3タマ
定年後が180度変わる運動 中野ジェームズ修一 徳間書店 498.3ナカ

0　総記

1　哲学

2　歴史

3　社会科学

4　自然科学



こんな建物だれがどうしてつくったの? ジョン・ズコウスキー　他 東京美術 523スコ
大人スタイルの新常識 石田純子 主婦の友社 593.3イシ
これからはじめるInstagramインスタグラム基本&活用ワザ 田口和裕 インプレス 547.4イン
ホームセンターマニアがつくるおしゃれな雑貨とインテリア 主婦と生活社 592.7ヤキ
手のひらサイズのディズニーあみぐるみ いちかわみゆき ブティック社 594.3イチ
大人が欲しい布バッグ ブティック社 594.7フテ
モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット 佐久間健一 サンマーク出版 595.6サク
クックパッドの名作レシピまとめました。 クックパッド株式会社 扶桑社 596クツ
解凍テクがおいしさのコツ!冷凍保存レシピBOOK 鈴木徹　他 朝日新聞出版 596スス
食材たった10アイテムで献立コーディネート7days 武蔵裕子 主婦の友社 596ムサ
おうちでおいしい韓国ごはん 重信初江 主婦の友社 596.2シケ
和中華 堤人美 主婦と生活社 596.2ツツ
新しい食べ方でやせる&健康になる寒天レシピ 石澤清美 主婦の友社 596.3イシ
東中野「阿波や壱兆」の一年中そうめん 田中嘉織 文化学園文化出版局 596.3タナ
焼きそば 満留邦子 成美堂出版  596.3ミツ
暑い季節を美味しくすごす夏つまみ きじまりゅうた 池田書店 596.4キシ
ヨーグルトの冷たいお菓子と焼き菓子 若山曜子 世界文化社  596.6ワカ
狭くても使いやすい台所 主婦と生活社 596.9ヤキ
ヨチヨチ父 ヨシタケシンスケ 赤ちゃんとママ社 599ヨシ

育苗からわかる野菜づくり 野口貴　他 誠文堂新光社 626.1ノク
いちばんやさしい苔盆栽と豆盆栽 葉住直美 エクスナレッジ 627.8ハス
ときめく猫図鑑 今泉忠明 山と溪谷社 645.7イマ
ねこの事典 今泉忠明 成美堂出版 645.7イマ
田代島ねこ便り ねこ太郎 実業之日本社 645.7ネコ
樹のミュージアム ルイス・ブラックウェル 創元社 653.2フラ
ときめく金魚図鑑 尾園暁　他 山と溪谷社 666オソ
世界の露店 パイインターナショナル 673.7ハイ
すぐに役立つ入門図解最新アパート・マンション・民泊経営をめぐる法律と税務 北川ワタル　他 三修社 673.9キタ
ローカル鉄道の解剖図鑑 岩間昌子 エクスナレッジ 686.2イワ
ブラタモリ 7 NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 699.6エヌ
ブラタモリ 8 NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 699.6エヌ

アンドリュー・ワイエス作品集 アンドリュー・ワイエス 東京美術 723ワイ
もっと、やめてみた。 わたなべぽん 幻冬舎 726ワタ
井上洋介絵本画集 井上洋介 玉川大学出版部 729イノ
恐竜のおりがみ 川畑文昭 誠文堂新光社 754カワ
クリエイティブ折り紙 山口真 ソシム 754ヤマ
少年時代 高倉健　他 集英社 778タカ
プール・ライフガーディング教本 日本ライフセービング協会 大修館書店 785ニホ
東大ナゾトレ 東京大学謎解き制作集団AnotherVision 扶桑社 798トウ

翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース　他 創元社 801サン
ちいさい言語学者の冒険 広瀬友紀 岩波書店 801ヒロ
目でみる漢字 おかべたかし 東京書籍  811オカ
3行しか書けない人のための文章教室 前田安正 朝日新聞出版 816マエ
東京のきつねが大阪でたぬきにばける誤解されやすい方言小辞典 篠崎晃一 三省堂 818シノ
漢字なりたち図鑑 円満字二郎 誠文堂新光社 821エン
会話もメールも英語は3語で伝わります 中山裕木子 ダイヤモンド社 830ナカ
※日英ことわざ文化事典 山田雅重 丸善出版 833ヤマ

かぜのてのひら 俵万智 河出書房新社 911タワ
女城主直虎と信長 愛須隆介 郁朋社 913.6アイ
潔白 青木俊 幻冬舎 913.6アオ

6　産業

7　芸術・美術

8　言語

9　文学

5　技術・工学



居酒屋ぼったくり 6 秋川滝美 星雲社/アルファポリス 913.6アキ
居酒屋ぼったくり 7 秋川滝美 星雲社/アルファポリス 913.6アキ
福袋 朝井まかて 講談社 913.6アサ
薫風ただなか あさのあつこ KADOKAWA 913.6アサ
家電兄弟 阿部牧郎 PHP研究所 913.6アヘ
濱地健三郎の霊(くしび)なる事件簿 有栖川有栖 KADOKAWA 913.6アリ
悪寒 伊岡瞬 集英社 913.6イオ
AX(アックス) 伊坂幸太郎 KADOKAWA 913.6イサ
アキラとあきら 池井戸潤 徳間書店 913.6イケ
少女は夜を綴らない 逸木裕 KADOKAWA 913.6イツ
塔と重力 上田岳弘 新潮社 913.6ウエ
ディレクターズ・カット 歌野晶午 幻冬舎 913.6ウタ
幸福の手紙 内田康夫 実業之日本社 913.6ウチ
遭難渓流 太田蘭三 光文社 913.6オオ
居酒屋お夏 5 岡本さとる 幻冬舎 913.6オカ
居酒屋お夏 6 岡本さとる 幻冬舎 913.6オカ
居酒屋お夏 7 岡本さとる 幻冬舎 913.6オカ
風の色 鬼塚忠　他 講談社 913.6オニ
真ん中の子どもたち 温又柔 集英社 913.6オン
言の葉の庭 加納新太　他 KADOKAWA 913.6カノ
院長選挙 久坂部羊 幻冬舎 913.6クサ
いくさの底 古処誠二 KADOKAWA 913.6コト
変幻 今野敏 講談社 913.6コン
完本密命 巻之20 佐伯泰英 祥伝社 913.6サエ
完本密命 巻之21 佐伯泰英 祥伝社 913.6サエ
完本密命 巻之22 佐伯泰英 祥伝社 913.6サエ
完本密命 巻之23 佐伯泰英 祥伝社 913.6サエ
完本密命 巻之24 佐伯泰英 祥伝社 913.6サエ
完本密命 巻之25 佐伯泰英 祥伝社 913.6サエ
完本密命 巻之26 佐伯泰英 祥伝社 913.6サエ
じごくゆきっ 桜庭一樹 集英社 913.6サク
月の満ち欠け 佐藤正午 岩波書店 913.6サト
ソロ 笹本稜平 祥伝社 913.6ササ
罪の声 塩田武士 講談社 913.6シオ
ブランケット・キャッツ 重松清 朝日新聞出版 913.6シケ
海辺の生と死 島尾ミホ 中央公論新社 913.6シマ
狐と韃 朱川湊人 光文社 913.6シユ
小指が燃える 青来有一 文藝春秋 913.6セイ
君が夏を走らせる 瀬尾まいこ 新潮社 913.6セオ
明治乙女物語 滝沢志郎 文藝春秋 913.6タキ
左京区桃栗坂上ル 瀧羽麻子 小学館 913.6タキ
人形たちの白昼夢 千早茜 PHP研究所 913.6チハ
ネタ元 堂場瞬一 講談社 913.6トウ
ランニング・ワイルド 堂場瞬一 文藝春秋 913.6トウ
紅城奇譚 鳥飼否宇 講談社 913.6トリ
夢かさね 中島要 角川春樹事務所 913.6ナカ
銀河の通信所 長野まゆみ 河出書房新社 913.6ナカ
ネメシスの使者 中山七里 文藝春秋 913.6ナカ
ワルツを踊ろう 中山七里 幻冬舎 913.6ナカ
恋する熱気球 梨屋アリエ 講談社 913.6ナシ
リゾートしらかみの犯罪 西村京太郎 光文社 913.6ニシ
100億人のヨリコさん 似鳥鶏 光文社 913.6ニタ
国士 楡周平 祥伝社 913.6ニレ
神(カムイ)の涙 馳星周 実業之日本社 913.6ハセ

9　文学



とるとだす 畠中恵 新潮社 913.6ハタ
嵯峨野花譜 葉室麟 文藝春秋 913.6ハム
アノニム 原田マハ KADOKAWA 913.6ハラ
星砂物語 ロジャー・パルバース 講談社 913.6ハル
四時過ぎの船 古川真人 新潮社 913.6フル
監督の問題 本城雅人 講談社 913.6ホン
劇場 又吉直樹 新潮社 913.6マタ
二人ノ世界 松下隆一 河出書房新社 913.6マツ
豆の上で眠る 湊かなえ 新潮社 913.6ミナ
つぼみ 宮下奈都 光文社 913.6ミヤ
ボクたちはみんな大人になれなかった 燃え殻 新潮社 913.6モエ
淳子のてっぺん 唯川恵 幻冬舎 913.6ユイ
さらさら流る 柚木麻子 双葉社 913.6ユス
今日も一日きみを見てた 角田光代 KADOKAWA 914カク
破れかぶれの幸福 佐藤愛子 青志社 914サト
村上春樹翻訳ほとんど全仕事 村上春樹 中央公論新社 914ムラ
人生の旅をゆく 3 吉本ばなな NHK出版  914ヨシ
シンパサイザー ヴィエト・タン・ウェン 早川書房 933ウク
僕には世界がふたつある ニール・シャスタマン 集英社 933シヤ
その日の後刻に グレイス・ペイリー 文藝春秋 933ヘイ
消滅遊戯 ロジャー・ホッブズ 文藝春秋 933ホツ
湖畔荘　上 ケイト・モートン 東京創元社 933モト
湖畔荘　下 ケイト・モートン 東京創元社 933モト
おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン 新潮社 949テレ
闇夜にさまよう女 セルジュ・ブリュソロ 国書刊行会 953フリ
心は燃える ル・クレジオ 作品社 953ルク

魂でもいいから、そばにいて 奥野修司 新潮社 369.3オク
南三陸発!志津川小学校避難所 志津川小学校避難所自治会記録保存プロジェクト実行委員会　他 明石書店 369.3シツ

ミラクルハッピーヒミツの心理テストMAX クロイ 西東社  k140ミラ
エカチェリーナ2世 石井美樹子　他 ポプラ社 k289セカ
ゴッホ 木村泰司　他 ポプラ社 k289セカ
マイヤ・プリセツカヤ 村山久美子　他 ポプラ社 k289セカ
調べる学習子ども年鑑 2017 朝日小学生新聞 岩崎書店 k302アサ
介護というお仕事 小山朝子 講談社 k369コヤ
カレーの教科書 石倉ヒロユキ　他 岩崎書店 k383イシ
サイエンスコナン元素の不思議 青山剛昌　他 小学館 k400
でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験 米村でんじろう 主婦と生活社 k407ヨネ
ざんねんないきもの事典 今泉忠明　他 高橋書店 k480イマ
ざんねんないきもの事典　続　 今泉忠明　他 高橋書店 k480イマ
海のぷかぷか 高久至　他 アリス館 k481タカ
はじめて見たよ!セミのなぞ 新開孝 少年写真新聞社 k486シン
薬剤師の一日 WILLこども知育研究所 保育社  k499ウイ
生き物のかたちと動きに学ぶテクノロジー 石田秀輝 PHP研究所 k504イシ
おしゃれ着まわしコーデSTORY春夏秋冬コレクション めちゃカワ!!おしゃれガール委員会 新星出版社 k593メチ
お洋服パーフェクト図鑑 めちゃカワ!!おしゃれガール委員会 新星出版社 k593メチ
ミラクルハッピーはじめてのお菓子レシピDX 齋藤真紀　他 西東社 k596ミラ
小学生でも安心!はじめてのハムスター正しい飼い方・育て方 大庭秀一 メイツ出版 k645オオ
くらしの中のマーク・記号図鑑 村越愛策 岩崎書店 k727ムラ
ダンボールで作れるかわいいキッズ家具&おもちゃ 山田素子 ブティック社 k754ヤマ
ポケットモンスターサン&ムーンポケモン全国大図鑑 小学館 k778シヨ
女の子のなぞなぞマジカルチャレンジ めちゃカワ!!なぞなぞ委員会 新星出版社 k798メチ
妖怪ウォッチ超めいろ100連発! レベルファイブ　他 小学館 k798レヘ
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・お探しの本がありましたら、職員までお声がけください。お探しの本が貸出中でも
予約をすることができます。
・※のついている本は貸し出しできません。図書館内のみでご利用ください。

ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章 荒木飛呂彦　他 集英社 k913アラ
打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? 岩井俊二　他 KADOKAWA  k913イワ
生き残りゲームラストサバイバル 大久保開 集英社 k913オオ
美女と野獣 KADOKAWA  k913カト
メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート　他 KADOKAWA  k913カト
ひるね姫 神山健治　 KADOKAWA  k913カミ
ほねほねザウルス 17 ぐるーぷ・アンモナイツ　他 岩崎書店 k913クル
銀魂 空知英秋　他 集英社 k913ソラ
おしりたんてい いせきからのSOS トロル ポプラ社 k913トロ
おしりたんてい かいとうVSたんてい トロル ポプラ社 k913トロ
かいけつゾロリのかいていたんけん 原ゆたか ポプラ社 k913ハラ
たったひとつの君との約束 [1] みずのまい 集英社 k913ミス
たったひとつの君との約束 [2] みずのまい 集英社 k913ミス
たったひとつの君との約束 [3] みずのまい 集英社 k913ミス
もうひとつのワンダー R・J・パラシオ　他 ほるぷ出版 k933ハラ
新しいのりものいっぱい図鑑 井上廣和 チャイルド本社 kノリ

どうぶつえん あかいしゆみ 学研プラス アカ
そらの100かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 イワ
ねずみくんといたずらビムくん なかえよしを/上野紀子 ポプラ社 ウエ
おもちのきもち かがくいひろし 講談社 カカ
パパ、お月さまとって! エリック・カール　他 偕成社 カル
ノラネコぐんだんあいうえお 工藤ノリコ 白泉社 クト
6この点 ジェン・ブライアント/ボリス・クリコフ 岩崎書店 クリ
宇宙戦隊キュウレンジャーきゅうきょく大ずかん 講談社 コウ
すみっコぐらしまちがいさがし いつでもどこでもすみっコ編 主婦と生活社 主婦と生活社 シユ
すみっコぐらしまちがいさがし こんなところにもすみっコ編 主婦と生活社 主婦と生活社 シユ
ゆめねこ 真珠まりこ 金の星社 シン
すなばばば 鈴木のりたけ PHP研究所 スス
おならをならしたい 鈴木のりたけ 小学館 スス
地球を旅する　水のはなし 曽我市太郎　他 福音館書店 ソカ
ツムツムをさがせ! ちゃいこ　他 KADOKAWA チヤ
ぱんつさいこう! ジャレッド・チャップマン　他 ほるぷ出版 チヤ
タコめし つきおかようた 白泉社 ツキ
眠れなくなる宇宙といのちのはなし 佐藤勝彦/長崎訓子 講談社 ナカ
このママにきーめた! のぶみ サンマーク出版 ノフ
おじいちゃんのふしぎなピアノ はまぎしかなえ 講談社 ハマ
まけるのもだいじだよにじいろのさかな マーカス・フィスター　他 講談社 フイ
ふしぎなふうせん 中川ひろたか/布川愛子 鈴木出版 フカ
サファリ 松岡たつひで 金の星社 マツ
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