
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊発表後の質問タイムの様子＊ 

９月２０日（木）に第１回目のビブリオバトルを開催しました。 

今回は３名のバトラーが参加し、それぞれ小説や図鑑・絵本と様々なジャンルの本が紹介 

されました。紹介する時間は５分で、紹介した後には２分間の質問タイムがあります。３

名の発表が終わったあとには参加者と観戦者含めた全員で投票を行い、投票を行っている

間はバトルに対する意気込みや次回参加者へのアドバイスなどの座談会をしました。 

投票を集計してみると、なんと全員の選んだ本それぞれに６票ずつ入ったためチャンプ

本は３冊という結果になりました！バトラーの説明により読みたいと思われた３冊の本

をぜひこの機会に手に取ってご覧ください。紹介された本は貸出可能です。 
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第一回 ビブリオバトル開催！ 

＊座談会＊ 

第３回「ビブリオバトル」開催！！ 

「ビブリオバトル」とは 

好きな本を持ち寄り、本の紹

介を聞いて読んでみたい一冊

を決める書評ゲームです。 

見学・観戦自由 
ビブリオカフェ同時開催！ 

 

バトラー募集 

参加対象：小学生以上 

募集人数：先着３名 日 時：１１月２９日（木）１８：３０～２０：００ 

場 所：町図書館 ギャラリー 

・バトラー（発表者）がオススメの１冊を１人５分間で紹介。 

・各バトラーの本紹介を聞き、バトラー全員の発表が終わった後、

自分が一番「読んでみたい」と思った本に投票する。 

・一番投票数が多い本がチャンプ本となります。 

 

第４回 

ビブリオバトル 

１２月２０日（木）

１８：３０～２０：００ 

バトラー募集は 

出張「くりとくら」 

 

＊１０月のビブリオカフェの様子＊ 

あなたの１票でチャンプ本は決まる！皆さんの参加おまちしております！ 

 
☆バトラーが選んだオススメ本☆ 

『図南の翼』『原色日本蝶類生態図鑑３』『めっきらもっきらどおんどん』 

●〇ビブリオカフェ同時開催 出張「くりとくら」〇● 

会場では飲み物や軽食などをご用意しています。 

一息ついてゆっくりご観戦ください。 

12月 1日から受付開始！ 

https://sozai-good.com/illust/nature/flower/28344
https://3.bp.blogspot.com/-8nFwtsEN3v8/VbnQocbA5fI/AAAAAAAAwDk/_WYZtyAq4hE/s800/book_bibliobattle.png


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし会にサンタさんが 

やってくるかも！？ 
 

 

講 師：泉 晴夫氏 

内 容：現在、文化財保護に町内で尽力されている 

講師より、自身の貴重な体験を元に戦中・戦 

後の暮らしや文化財と平和への思いをお話 

しいただきます。 

日 時：１１月１１日（日）１４：００～ 

場 所：町図書館 視聴覚室 

入 場：無料 事前申し込み不要 

世界に１冊！手作り絵本作家 

世界に１冊！オリジナル絵本を作ってみよう！ 

日 時：１月９日(水)10:00～11:30（製本） 

    １月１０日(木)13:00～15:30（創作） 

    ※２日間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 参加無料 

申込み：町図書館、角田・継立図書室、くりくり号 

    １２月１日（土）から受付開始！！！ 

 

目指せ完走！ブックマラソン 

たくさん本をよんで、スタンプをあつめよう！ 

期 間：１２月１１日（火）～１月 2７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） 

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！ 

※参加される方はカウンターでお申込みください 

継立健康フェスティバルと合同で開催します。 

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：１１月２５日（日） 

①１０：３０～１０：４0 

②１１：４０～１３：００ 

場 所：南部公民館 １階多目的ホール 

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 

継立ミニブックリサイクル市 文化講演会 
「昭和一桁生れの戦中・戦後」 

①大型絵本 

 「まどから★おくりもの」 

②エプロンシアター 

「びっくり！どっきり！マジックエプロン」 

③ミュージックパネルシアター 

「５つのメロンパン」 

④人形劇 

「ガラスめだまと きんのつののヤギ」 

⑤うたあそび 

「あかはなのトナカイ」 

～後世への平和と、文化財の保護を願って～ 

 

～プログラム～ 

 
栗の子クリスマス会 

 

健康フェスティバル中 

①休憩 ②昼食 

の時間に開催します。 

栗の子クリスマス会 

 
１２月１日（土） １１：００～１２：００ 

町図書館 ギャラリー 

主催：おはなしボランティア「栗の子」 



 

 

１１月             １２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.カットバック 警視庁ＦＣ２／ 今野 敏  

1.元禄お犬姫 ／ 諸田 玲子 

3.ペインレス 上・下 ／ 天童 荒太  

5.玄鳥さりて ／ 葉室 麟 

5.噓 Ｌｏｖｅ Ｌｉｅｓ ／村山 由佳  

5.凶犬の眼 ／ 柚月 裕子  

5.爆身 ／ 大沢 在昌 

1.しずくちゃん ２１忍者でござる！  

／ ぎぼ りつこ  

2.おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん   

3.おしりたんてい かいとうＶＳたんてい／ トロル  

3.しずくちゃん ２５ めちゃモテだいさくせん  

5.しずくちゃん ２３ パティシエになりた～い！  

／ ぎぼ りつこ  

◆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 7月 1日～2018年 10月 1日集計分） 

栗山町図書館ＨＰの利用方法紹介① ～セット予約～ 

日 月 火 水 木 金 土

1

7 8 9

2 3

13 14 15 16 1711

104 5 6

20 21 22 23 2418 19

12

3025 26 27 28 29

日 月 火 水 木 金 土

1

7 82 3 4 5 6

2216
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27 28 2923 24 25 26

30 31

年末年始の休館日 

１２月３１日（月） 

～１月５日（土） 

読みたい本が「シリーズもの」だったり、「上下巻」の場合に、順番を指定して予約すること

ができます。窓口で予約するときは【順番通りに読みたい】と伝えていただければ設定できます

し、ＨＰから自分で設定することも出来ます！ 

予約した本が届いたのに下巻で、上巻を待っている間に貸出期間が過ぎてしまうなんてこと

にならないように。ぜひ、セット予約を利用してみてください。 

 

●〇 ＨＰからセット予約する場合 〇● 

マイページ→ログイン→[蔵書検索・予約]→（読みたい本を検索する）検索結果→ 

★書名クリック→[セット予約する]→一覧表示に戻る→（セット予約したい冊数分★繰り

返す）→[セットで予約]→受取館・連絡方法選択→[予約確定] 

 

文化の日は特別開館日です！    ※角田・継立図書室はお休みです。 

１１月３日（土）は特別開館いたします。開館時間は 10：00-18：00です。どうぞご来館ください。 

●映画会  大人向け「三浦 雄一郎 終わりなき冒険」10：15～11：25 

●複製絵画展 １１月７日（水）まで開催 

 ※展示作品は、期間終了後貸出可能です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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 

ねないこだれだ 

【邦画】 富士ファミリー 
 （20１６年、主演：薬師丸ひろ子、小泉今日子） 

１７日（土） ①10:15～11:42 

②14:00～15:27（約 87分） 

富士山を背に立つ小さなコンビニを舞台にした、

ちょっと変わった大家族の奇跡の物語。 

キャスパー 

【邦画】 紅白が生まれた日 
（2015 年、主演：松山 ケンイチ） 

２２日（土）①10:15～11:27  

②14:00～15:12（約 72分） 

昭和 20年の終戦からわずが 4ヵ月後の大みそか。

「紅白歌合戦」の前身となった番組が放送された。

その名は「紅白音楽試合」今や国民的行事となった

紅白歌合戦だが、その発端は１人のディレクターの

ちょっとしたひらめきと情熱だった。 

 

１２がつ１６にち にちようび 

ごご 2 じ から ごご 2 じ５０ふん まで 

11 月 12 月 

オバケのキャスパーは人
ひと

をおどかすのがキライ！ 

今日
き ょ う

は何人
なんにん

お友達
  ともだち

が増える
ふ   

かな？８編
へん

を上映
じょうえい

。 

１１がつ１８にち にちようび 

ごご 2 じ から ごご２じ２７ふん まで 

上映場所：視聴覚室 

おばけの絵本
え ほ ん

が圧倒的
あっとうてき

人気
に ん き

！ 

せなけいこの名作
めいさく

絵本
え ほ ん

。表題
ひょうだい

の他
ほか

３編
へん

を上映
じょうえい

。 

【ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ】 
大雪山～雪が育む神秘の冒険～（2011年） 
１３日（木） 17:30～18:59（約 89分） 

冬の間に降り積もる膨大な雪は、大自然のすべての

生命を育む。雪がもつ豊かな役割と大雪山の自然を

克明に描きます。 

【邦画】夏の庭（1994年、主演：三國 連太郎） 

２２日（木） 17:30～19:23（約 113分） 

神戸に住む小学６年生のサッカー仲間３人は、人

が死んだらどうなるかに興味を抱き、もうじき死

にそうな近所に住む変わり者の老人を観察するこ

とにした。老人と子どもたちの心境の変化を描く。

※9/13（木）の振替として上映 

【ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘ‐】 ★特別開催★ 
三浦 雄一郎 終わりなき冒険(20１５年)  
３日（土）  10:15～11:25（約 70分） 

2013 年 5 月、世界初となる 80 歳でのエベレスト

登頂に成功した冒険家・三浦雄一郎。エベレスト

登頂の全貌を、未公開映像をまじえ、伝える。 

【邦画】 暗いところで待ち合わせ 

（2006年、主演：田中 麗奈） 

８日（土） ①10:15～12:25 

②14:00～16:10（約 130分） 

光をなくした女、闇を抱える男。殺人事件からはじ

まった不思議な共同生活。 

【ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ】 二本の木（20１０年） 
２４日（土）①10:15～11:28  

②14:00～15:13（約 73分） 

小細胞がんを患い、闘病の末に亡くなった妻と、

自らも胃がんに侵されながら妻を看取り、半年後

に息を引き取った夫。妻のがん発病以来書き残さ

れた夫婦の闘病日記には、夫婦の強い「きずな」

と熱い「思い」が記されていた。 


