
 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～乳幼児向けオススメ絵本リスト～ 

こども読書まつり開催 

【発行】栗山町図書館 

〒069-1511 栗山町中央 3 丁目 309 番地 

TEL 0123-72-6055   FAX 0123-72-5128 

開館時間 午前 10 時～午後 6 時（木曜 8 時） 

休館日 毎週月曜日・祝日・年末年始 

HP http://library.town.kuriyama.hokkaido.jp/ 

 

開館時間  午後 1 時～午後 5 時

休 館 日   

〈継立図書室〉 

南部公民館 2 階 

TEL 0123-75-2111 
 

  

〈角田図書室〉 

農村環境改善ｾﾝﾀｰ 2 階 

TEL 0123-72-6040 

 

No.154 
2018 年 7・8 月号 

図書館職員が沢山の絵本の中から７０冊を選び紹介しています。絵本の

紹介の他に、読み聞かせについての疑問や不安を解消出来るようにコラム

も記載しています。このリストを絵本選びの手助けに利用していただき、

多くの子どもたちが読書の喜びを得られるようにと願います。 

１００冊限定（無料）で、先着順でお渡ししていますのでご希望の方は

カウンターで必要事項をご記入ください。 

絵本リストで紹介した本は児童コーナーに設置しています。設置してい

る本も貸し出しできますので、どうぞご利用ください。 

図書館が冷房完備されていることを 

ご存知でしたか？ 

この暑い夏は是非、お子さんと一緒に 

図書館で絵本を読んで快適な一日 

を過ごしてみてはいかがでしょうか？ 

＊「絵本リスト」表紙＊ 

６月９日（土）１１時よりギャラリーにて、おはなしボランティア栗の子主催による“こども読書

まつり”が開催されました。天候にも恵まれ約５０人の参加があり、皆さん最初から最後まで音楽と

物語を楽しんでいる様子でした。オープニング「かえるのうた」のミュージックから始まり、ジャン

ボ紙芝居「みにくいあひるの子」など沢山の催しがありました。次回の開催も楽しみに♪ 

 

＊絵本コーナーの様子＊ 

 

毎月第１土曜日に、おはなし会 

「おはなしおもちゃばこ」を開催して

います。是非ご参加ください。 

※６・８・１２月はお休みです 

「はじめましてえほん」作成しました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブックマラソン 

ブックリサイクル市 

手作り絵本作家になろう！ 

家族で読んだ本の中で、みんなに紹介したい、１冊の本のポスターを作ろう！ 

家族みんなのお気に入りの本、感動する本、おもしろい本などを、絵や文字で紹介してね♪ 

応募作品は全て図書館や学校で展示します。たくさんのご応募お待ちしています！ 

■募集期間 ７月 １日（日）～８月３１日（金） ※作品提出の締め切りは 8/31 まで 

■展示期間 ９月 ５日（水）～９月 2２日（土） 

■展示場所 町図書館、各学校 

◇応募規定 ①１家族１点までです            

      ②家族２人以上なら何人で作ってもいいです 

◇作品規定 ①指定の画用紙に描いてください（申し込み時にお渡しします） 

      ②マジック、絵の具、色鉛筆など道具は自由です 

      ③紹介する本の書名、作者、出版社名を必ず書いてください 

◇申し込み 町図書館、角田・継立図書室、移動図書館くりくり号 

◇その他  ①審査の上、優秀作品は図書カードをプレゼントします 

      ②作品は図書館ホームページなどで紹介することがあります 

      ③応募作品はお返しします 

図書館で不用になった雑誌や実用書、絵本など 

を無料でお譲りします！ 

日 時：８月２６日（日） 10：00～13：00 

場 所：町図書館 視聴覚室、ギャラリー 

冊 数：本や雑誌など・・・１人２０点 

雑誌の付録、視聴覚・・・１人１点 

※本を持ち帰るための袋や箱をご用意ください 

「紹介！我が家の読書」ポスター展 作品募集！ 

世界に１冊！オリジナル絵本を作ってみよう！ 

日 時：７月３１日(火)10:00～11:30（製本） 

    ８月 １日(水)13:00～15:30（創作） 

    ※両日とも参加できる方に限ります 

場 所：町図書館 

対 象：町内在住の幼児～小学生 

   （幼児は保護者の付き添いが必要です） 

定 員：15 名（参加費無料） 

申込み：町図書館、角田・継立図書室、くりくり号 

 

本のおもしろいところを 

話し合って、たのしく 

つくろう！！ 

 

たくさん本をよんで、スタンプをあつめよう！ 

 

期 間：７月１７日（火）～８月１２日（日） 

場 所：町図書館、角田・継立図書室、くりくり号 

    町内小中学校図書室 

内 容：１冊本をかりると１つスタンプを押します 

    （１日３つまで） 

 

※参加される方はカウンターでお申込みください 

 （小中学生は学校でカードを配布しています） 

 

 
スタンプを１０個ためた方にはオリジナルしおり 

２０個ためて完走した方にはプレゼント 

をご用意しております！ 

是非ご参加ください☆ 

 



 

 

 

７月              ８月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.かがみの孤城 ／ 辻村 深月 

2.砂上 ／ 桜木 紫乃  

2.剣と十字架 書き下ろし長編時代小説   

／ 佐伯 泰英  

2.噓 Ｌｏｖｅ Ｌｉｅｓ／ 村山 由佳 

2.恨みっこなしの老後 ／ 橋田 壽賀子  

6.祝葬 ／ 久坂部 羊  

6.ワルツを踊ろう ／ 中山 七里  

1.ざんねんないきもの事典おもしろい！進化のふしぎ 続  

／ 今泉 忠明 

2.しずくちゃん ２３ パティシエになりた～い！ 

／ ぎぼ りつこ  

3.おしりたんてい ププッちいさなしょちょうのだいピン

チ！？                ／ トロル  

3.がっこうのおばけずかん ワンデイてんこうせい 

／ 斉藤 洋 

5.おしりたんてい やみよにきえるきょじん ／ トロル  

◆角田・継立図書室は、日・月・

火曜と祝日が休館日です。 

開館時間は午後１時から午後

５時までです。 

 

※〇のつく日（毎週木曜日）は、夜８時まで開館しています。 

 

●おとなの本● ●こどもの本● 

（2018年 3月 1日～2018年 6月 1日集計分） 

日 月 火 水 木 金 土

29 30 31

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

8 9 10 11 12 13 14

71 2 3 4 5 6

日 月 火 水 木 金 土

3126 27 28 29 30

21 22 23 24 2519 20

13 14 15 16 17 1812

115 6 7 8 9 10

3 41 2

５月２１日（月）から２８日（月）まで休館させて

いただき、蔵書点検を行いました。期間中、ご不便ご

迷惑をおかけいたしました。 

館内・分室すべての資料を点検した結果、３６冊の

資料が不明本となっていることを確認しました。 

もし、貸出手続きをお忘れの資料などがございました

ら図書館窓口か、ポストへの返却をお願いいたします。 

図書館の資料は、みなさまに利用していただく大切

な資料です。この財産を有効に活用していただけるよ

う、より一層適切な資料の 

管理に努めてまいります。 

 今後ともどうぞご理解 

ご協力をお願いいたします。 

◇蔵書点検不明本冊数内訳◇ 

 

 
所蔵館 一般書 児童書 

栗山町図書館 ２２冊 １４冊 

角田図書室 ０冊 0冊 

継立図書室 ０冊 ０冊 

 
蔵書点検とは・・？ 

図書館の資料がきちんと館内にある

か、汚破損がないかなど、資料の正しい

所在や状態を確かめる作業です。 

この点検作業で蔵書の状態を明らかに

し、本が見つからないということを防い

でいる大切な作業です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ】 DEEP OCEAN 潜入！深
海大峡谷光る生物たちの王国（2017 年） 

1４日（土）  ①10:15～ ②14:00～ 

深海生物の 9割が放つ美しき光「生物発光」、その

世界初の生態撮影に挑む。光らなくては生きのび

ることができない、深海に生きるものたちの宿命

を解き明かす。（約 49分） 

【邦画】 陽光桜 
 （2015 年、主演：笹野 高史） 

２1 日（土）  ①10:15～ ②14:00～ 

知られざる偉人、高岡正明。彼の強い信念の裏に

は、心に秘め続けたある＜決意＞があった。陽光

桜を生み出した男の、笑いと涙に溢れた真実の物

語。（約 114分） 

【ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ】 限界に挑め！天空の超人たち 

（2017 年） 

４日（土） ①10:15～ ②14:00～ 

美しくも厳しいアルプスの大自然の中を、疲労や怪

我、さまざまなトラブルに見舞われながらも、熱い

想いを胸に自らの限界に挑み続けた“超人”たちの

8日間を追う。（約 118分） 

【邦画】 育子からの手紙 
（2010 年、主演：宮崎 香蓮） 

１８日（土） ①10:15～ ②14:00～ 

喜美子は入院した病室で娘のような年齢の少女・育

子に出会う。二人は手紙を通して互いに年齢を超え

た親友のような心の絆が生まれていた。しかし、あ

る日、喜美子に一本の電話が入る･･･。（約 106分） 

７月 ８月 

７がつ８にち にちようび 

ごご 2 じ から ごご３じ まで 

８がつ１９にち にちようび 

ごご 2 じ から ごご 2 じ２９ふん まで 

・観賞無料です   ・参加申し込みは不要です 

・町外にお住まいの方もご覧いただけます 

・上映中の飲食はお断りしております 

グーフィー ～グーフィーのバスケットボール～  おじゃる丸スペシャル ～わすれた森のヒナタ～ 

戦
せん

後
ご

７０年
    ねん

におくるわすれてはいけない物語
ものがたり

 

【邦画】藤城清治 銀河鉄道の夜 
(影絵劇)（2007 年） 
７月５日（木） 17:30～ 

宮沢賢治の世界を光と影で描いた、藤城影絵劇の

最高傑作。（約 48分） 

【邦画】さよなら、アルマ（2011 年） 
８月９日（木） 17:30～ 

戦時中、出兵した多くの犬たちがいた。戦争という

運命に翻弄された無言の戦士・アルマ。1 枚の写真

から生まれた、犬と兵士の友情物語。（約 93分） 

まる                   もり 

上映場所：視聴覚室 

おっちょこちょいで、にくめないみんなのグーフィー！ 

  夜の映画会  
往年の名作や栗山の郷土作品など… 

月に 1度、木曜日の夜間開館日に上映します 

http://4.bp.blogspot.com/-Cf5AKgGJ3zc/VMItrNDyreI/AAAAAAAAqw8/9U4ZnsSg3Ks/s800/bird_mejiro_oshi.png

