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太田市新田反町町８７７・ tel 0276－57-2676 ・  ht tp://www２ . l i b .ota .gunma. jp  

にったとしょかんだより  
12 月号 

☆開館時間☆  

火～金      9：00AM～6：00PM 

土・日・祝祭日  9：00AM～5：00PM 

★休館日★  

毎週月曜日・月末水曜日・蔵書整理期間・年末年始 

★おはなし会★  

土曜日 2：30PM から 

日曜日 11：00AM から                        

お話コーナーにて 

太 田 市 立 新 田 図 書 館  

12月,1月の休館カレンダー■は休館日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1/1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

上信電鉄、温泉旅館、富岡製糸場、おすすめパワースポッ

トなど、群馬の魅力ある観光スポットを取り上げ、観光・サ

ービス業に携わる人々にとって必須の場面・状況における

会話例、英語表現を紹介。書き込み式の練習問題も掲載。 

『おらが群馬のおもてなし英語』 渡辺 美代子／著  

上毛新聞社事業局出版部 

ブックスタート 

ボランティア募集 

詳細は裏面へ 

クリスマス 

 
福袋 

12／2１(土) 

貸出開始！ 

図書館スタッフが選ぶ書籍の福袋貸出は 3回目となります。今回は

新年ではなく、クリスマス時期に貸出いたします。 

 新刊を含めた 3冊、大人用と子ども用、計 20袋ご用意いたします。 

タイトル 著者 出版社 請求記号

自分をコントロールする力 森口　佑介 講談社 143 ﾓ

東京ひとりおしゃれさんぽ 昭文社 291 ﾄ

韓国行き過ぎた資本主義 金　敬哲 講談社 302 ｷ

25歳は若く見られる認知症予防と若い身体の生活法川井　武雄 文芸社 498.3 ｶ

やせる、若返る、病気にならないちょい空腹がもたらすすごい力石原　結實 ワニブックス 498.5 ｲ

家紋クロッシェ 亥辰舎 594 ｶ ｺﾞｰﾙﾄﾞ

こんなにも面白い万葉集 山口　博 PHP研究所 911.1 ﾔ ｱｶ

#スマホの奴隷をやめたくて 忍足　みかん 文芸社 916 ｵ

かか 宇佐見　りん 河出書房新社 F ｳｻ

まち 小野寺　史宜 祥伝社 F ｵﾉ

約束された移動 小川　洋子 河出書房新社 F ｵｶﾞ

グランドシャトー 高殿　円 文藝春秋 F ﾀｶ

改良 遠野　遙 河出書房新社 F ﾄｵ

人面瘡探偵 中山　七里 小学館 F ﾅｶ

うたかた姫 原　宏一 祥伝社 F ﾊﾗ

小さな場所 東山　彰良 文藝春秋 F ﾋｶﾞ

ご隠居は福の神　1 井川　香四郎 二見書房 B F ｲｶ 1

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月　3・4 小野　不由美 新潮社 B F ｵﾉ 3

明日をさがす旅 アラン・グラッツ 福音館書店 933 ｸﾞ

いざというとき自分を守る防災の本　3 防災問題研究会／編 東京：岩崎書店 369 ｲ 3

ふゆとみずのまほうこおり 片平　孝／写真・文 東京：ポプラ社 451 ﾌ

ねんどのパン屋さん 岡田　ひとみ／作 東京：汐文社 751 ﾈ

図書館からの冒険 岡田　淳／作 東京：偕成社 913 ｵ

5分後に超ハッピーエンド エブリスタ／編 東京：河出書房新社 913 ｺﾞ

キセキのスパゲッティー 山本　省三／作 東京：フレーベル館 913 ﾔ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　12 廣嶋　玲子／作 東京：偕成社 913 ﾋ 12

あたまをつかった小さなおばあさんがんばる ホープ・ニューウェル／作 東京：福音館書店 933 ﾆ

あたまをつかった小さなおばあさんのんびりする ホープ・ニューウェル／作 東京：福音館書店 933 ﾆ

クリスマスのおおきなくつした なとり　ちづ／脚本 東京：童心社 C（紙芝居）

グランデュードのまほうのコンパス ポール・マッカートニー／さく 東京：潮出版社 E ｸﾞ

こころのいと パトリス・カースト／文 東京：岩崎書店 E ｺ

児童書

新受入資料 

読書感想画・すいせん図書 貸出します 
12／1（日）から 



 

 

 

 

 

  

今なお皇宮の役割を担う京都御所とその周辺で展開されてきた宮

廷文化の精粋を、貴重な史料、絵図、屛風、復元模型、装束などで

紹介する。平成 30 年秋開催の「京都の御大礼-即位礼・大嘗祭と

宮廷文化のみやび-」展の図録。 

『京都の御大礼』 所 功／監修  

「京都の御大礼-即位礼・大嘗祭と宮廷文化のみやび-」展実行委員会 

～収録一例  

「大嘗会図」 1687 年、東山天皇の大嘗祭に出席した人々や神饌、威儀物

などを起こし絵の形式で描いた折本を 1815 年に書写したもの。 

再興された大嘗祭の様子を現在に伝える貴重な資料の画像あり。 

★ブックスタート ボランティア募集★ 

太田市立図書館では、赤ちゃんに絵本をプレゼントする活動 

（ブックスタート）を行っております。 

2020 年 4 月から一緒に活動していただける方を募集します。 

活動場所：新田保健センター 

活動内容：毎月 1回の 4か月児健診時に絵本の紹介や読み聞かせを行う。 

申込み：新田図書館 Tel. 57－2676 1月末日まで 

＊希望により体験も可 12 月 24 日（火）・1 月 28 日（火）の健診時。        

      時間は新田図書館までお問い合わせください。 

11 月の出来事 

2019年 10月 8日（火） 

～2020年 1月 19日（日） 

東京国立博物館 平成館企画展示室 

特集 天皇と宮中儀礼 ©©2019 東京国立博物館 即位礼 

大 嘗 宮 の 儀  
だいじょうきゅう 

大嘗祭は毎年 11 月に国と国民の安寧や五穀豊穣を祝って行われる宮中祭祀（きゅうちゅ

うさいし）「新嘗祭（にいなめさい）」を即位後、初めて大規模に行うもので、皇位継承に伴

う一世一代の重要な儀式とされています。「大嘗祭」に関する一連の儀式は令和元年（2019

年）5 月 8 日、皇居の「宮中三殿（きゅうちゅうさんでん）」で、天皇陛下が即位の礼と大

嘗祭の中心的な儀式の期日を皇室の祖先や神々に伝えられる儀式から始まりました。5 月

13 日には大嘗祭で使う米を収穫する２つの地方を決める「斎田点定（さいでんてんてい）

の儀」が、9 月 27 日には栃木、京都で米を収穫する儀式「斎田抜穂（さいでんぬきほ）の

儀」が、そして、11 月 14 日～15 日「大嘗宮の儀」、11 月 16 日と 18 日に「大饗（だい

きょう）の儀」が行われました。大饗の儀は、「大饗宮の儀」に参列した人たちを招いて催

される饗宴で、皇居・宮殿で 2 回行われるものです。 ～NHK ニュースウェブより抜粋 

ローマ教皇来日 

１３億人の信者がいるローマ・カトリック教会のトップ, 

フランシスコ教皇が来日しました。 

１９８１年以来、３８年ぶり２回目です。 

ローマ教皇ってどうやってなるの？ などの気になる資料は・・ 

『決め方の大研究』 

佐伯 胖／監修，造事務所／編集・構成 PHP 研究所 新 田 図 書 館 資 料  

2019年 12月 22日（日）～25日（水）、 

2020年 1月２日（木）～19日（木） 

東京国立博物館  
実 物 が 観 ら れ る ！  

よみきかせボランティアサークル

“くわのみ”さんによるクリスマ

ス会、人形劇をおこないます。 

日時：１２／１５ (日) ごぜん 11時から 

場所：新田図書館 2階にて。 

内容：人形劇 ヘンゼルとグレーテル 

 
入場無料 

お知らせ 

http://www.nikkei.jp 



  
●対象学年の方のカードでの貸出になります。  

●カード１枚につき 1 冊の貸出、期間は 1 週間です。  

●貸出期間の延長はできません。  

●予約は 1 回につき 1 冊のみです。  

●借りている間は他の課題図書は予約できません。  

●借りた本は貸出館に返してください。  

 

加藤　直子 山田　亜友美 花形　みつる

ポプラ社 文研出版 理論社

吉野　万理子

キツネのはじめてのふゆ あすなろ書房

緒川　さよ

鈴木出版 朝日学生新聞社

森川　成美

小峰書店

五十嵐　美和子 シルヴィア・ビショップ

PHP研究所 フレーベル館

ミーガン・リクス

徳間書店

サリー・サットン／さく 保坂　直紀

福音館書店 旬報社

天野　篤

毎日新聞出版

低学年 中学年 高学年

たてる

これからを生きる君へ

マリオン・デーン・バウアー／作

ボクのお祖父ちゃんの名前は

徳治郎そんなお祖父ちゃんの

ガキ大将だったころの話を聞く

うちに、ボクは子どものお祖父

ちゃんが大好きになっていき

…。

親に言われるがまま難関中

学をめざし、勉強づけの
日々を送っていた伊吹。夏

の夜、思いがけない出会い

が伊吹を変えていき…。

日系二世の少年マレスケは、

よろず屋を営む祖父の元で貧

しくも平和に暮らしていた。だ

が、1941年12月、日本軍が真

珠湾を攻撃して…。

第二次世界大戦下、空襲のさ

なかに地下鉄の駅で生まれた

新しい命。2匹の子犬の成長

と、毎夜の空襲に耐えて生き

るロンドン市民の日常を綴る

戦争児童文学。

ギュルルルルッ、ダッポンダッ

ポン、ブイーン、バンッバンッ!

地面に杭を打ち込み、柱を立

て、梁を渡して、屋根をかける

…。人や機械が活躍する建設

工事の現場で、大きな建物が

できあがっていく様子を描く。

ロンドンにあるからくり本屋こ

と、<モンゴメリー本の王国>。

そこには、からくりだけではな

い、もうひとつの秘密があっ

た。知らずにその書店を引き

継いだジョーンズ一家の女の

子モノにもまた、家族にいえな

い秘密があって…。

クジラのおなかからプラスチック

このままでは2050年に海の魚

の重量を上回るともいわれて

いるプラスチックごみ。その実

態は? 人体への影響は? 日本

はどう動いているのか? 海洋

プラスチックごみ問題の最前

線を伝える。

マレスケの虹

子犬たちのあした

医学部を目指して3浪、そして

天皇陛下の執刀医へ。数々の

挫折を乗り越えてきた著者

が、これまでの人生を振り返

り、「ブレない軸の作り方」を綴

る。

エレベーターのふしぎなボタン

モノ・ジョーンズとからくり本屋

スペース合宿へようこそ

おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ

徳次郎とボク

南西の風やや強く

サキがエレベーターにのると、

見たことのない緑のボタンが。

押してみるとどんどん上にあ

がり、着いたところは森でし

た。灰色のネコに誘われて、

森の小道を歩いていくと、不思

議なおばあさんに出会って

…。

夏休み、小学生を対象とした

「スペース合宿」に参加した美

織は、変な冗談ばかり言う黒

星先生と出会う。ある夜、宇宙

科学館に忍びこむ先生を目撃

して、由衣、武と一緒に後を追

いかけると、とんでもない冒険

へ旅立つことに…。

「私の自慢だったおばあちゃ

んはどこへ行っちゃったの?」

認知症になったおばあちゃん

と、現実を受け入れ成長してい

く小学5年生の辰子の姿を描く

雪が降ってきました! 冬の間、

キツネは何をすればいいので

しょう? リス、ウサギ、クマ。い

ろいろな動物たちが教えてくれ

ますが…。親からはなれて、

ひとりぼっちではじめての冬を

迎える若ギツネの姿を描きま

す。

くもとそらのえほん

日も地球のそらのうえで、ふ

わふわと浮かんでいるくも。光

によっていろいろな色になった

り、風の流れで形を変えたりし

ています。今日のそらのくも

は、どんなくもでしょう。ながめ

てみましょう。

内田　麟太郎 　　　文研出版

／作　あかね書房 椰月　美智子／作　　小峰書房

リスのロティから「食べると願いが

叶う“おまじないお菓子”を作っ

て」と頼まれた、ルルとララ。ふた

りは、スペインに昔から伝わる幸運

のおまじないクッキーを作ることに

…。クッキーの簡単レシピがもりだ

くさんの楽しいお話。

校庭で校長先生の話を聞いていたカ

ナタが空中に浮き上がり…。日本の

４８番目の県「山田県」にある山田

小学校で起きる、すこし“ヘン”、

なぜか“まったり”の５つのお話。

拓人は、スケボーが大好きな小学6

年の男子。いつも遊んでいた公園が

スケボー禁止になるが、スケボーが

できるとっておきの場所を見つけ

る。そこで田中さんというおじいさ

んと出会い…。

あんびる　やすこ／作・絵/作　岩崎書店

アニマルバスとパンやさん

見習いパンダバスのファンファン

は、一軒のパン屋さんを見つけまし

た。とってもおいしいパンなのに、

お客さんが全然来ないので、パン屋

のきつねさんは困っていて…。

ルルとララのおまじないクッキー 山田県立山田小学校　見学禁止！？山田センター 昔はおれと同い年だった田中さんとの友情

吉田　純子／作　あかね書房

三池　悠／作　　偕成社

いとう　みく／作　金の星社

黒川　みつひろ／作・絵  小峰書房


教室に幽霊がいる！？

藤重　ヒカル／作　金の星社

先生に「ココロを入れかえなさい」

と怒られ、教室から逃げ出したひろ

き。その目の前にココロ屋が現れ

た。ひろきが、ココロ屋の“やさし

いココロ”と自分のココロを取りか

えてみると…。

小学４年の恭平は、とろくてみんな

にばかにされている同級生・健太の

ことが放っておけない。学年行事で

しりとり大会をやることになり、不

安になる健太。恭平は健太をはげま

し,２人でしりとりの特訓を始めるが

…。

ある日、奏太の前に現れた透明犬。

特別なのは透明な体だけで、あとは

ふつうの犬のようだ。なぜか奏太に

ついてきた透明犬を「メイ」と名付

け、思いつくかぎりの遊びを一緒に

してみると…。

七不思議神社

緑川　聖司／作　　あかね書房

2年生のタクが、高速バスに乗っ

て、山梨のばーちゃんの家に行くこ

とになった。それも、ひとりで! ド

キドキワクワクのバスの旅の中、タ

クはうっかり寝てしまい…。無事に

着けるかな?

教育実習に来ている先生がコン

ピューター室で泣いていた。秀太た

ちが先生のパソコンにいたずらをし

たせいに違いない。放課後、秀太た

ちはあやまりに行くが、先生はいな

い。そこへ、壁の前に先生によく似

た女の先生が現れた!?

宿題のためにおとずれた山で宝さが

しをすることになったパペット探偵

団。その帰り道、探偵団の団長ホー

ムズがなぞのもこもこ生物にひとめ

ぼれされてしまい…。パペット探偵

団に、新団員がやってくる！？

バラの花が咲く頃、ジャレットの魔

法の庭も、一年で一番はなやかな季

節を迎えます。庭仕事を終えたジャ

レットがトパーズ荘に入ると、子ね

こたちが屋根裏から、小さな古いか

ぎをみつけてきて…。

大どろぼうジャム・パン ココロ屋

梨屋　アリエ／作　文研出版

辻　貴司／作　岩崎書店

パペット探偵団となぞの新団員

如月　かずさ／作  ポプラ社

おとうさんに獲物をとってくるよう

いわれた肉食恐竜ダスプレトサウル

スのこども、プレト。獲物を探して

いると、コリトサウルスの群れに迷

い込んでしまい…。楽しい恐竜絵本

小学校低学年（１．２年生） 小学校中学年（３．４年生） 小学校高学年（５・６年生）

空で出会ったふしぎな人たち

しりとりボクシング

新井　けいこ／作　　　小峰書房

透明犬メイ

へいたいロボットが暴れ出した。村

は全滅し、巨大ロボットのふりあげ

た腕の中には、悲鳴をあげる女の子

が。正義の大どろぼうジャム・パン

が村を助ける！

おさんぽだいきょうそう

ポーちゃんは、こわがりなおばけ。

まちがって、おばけやしきにはいっ

てしまいました。そこは、世界最恐

の「スーパーゴースト」が泊まって

いて…。こわ〜いおばけがいっぱい

の、こわいけどこわくない楽しいお

話。

恐竜トリケラトプスとダスプレトサウルス

ぼくとばあばの気ままな散歩。ぼく

の方が歩くの速いよ。押し車ならば

あばが速い。ポチに乗ったぼくの方

が速い。だちょうに乗ったばあばが

速い。気ままな散歩がいつの間にか

…。

おばけのポーちゃん　おばけのおばけやしき こちら妖怪お悩み相談室

清水　温子／作  　　 岩崎書店

小学6年生のリカは、妖怪お悩
み相談員。ボスやナツ先輩とと

もに妖怪の悲喜こもごもに向き
合う日々の中、リカはある問題
解決のため妖怪パレードを計画

することになり…!?

七節町に引っこしてきた小5の

リクは、神社で風変わりな少年
タクミと出会う。絵馬に七不思
議をかくと願いが叶うと聞き、

町の怪談を集めにいく…。10の
怪談とリクの1日がおりなす物

語。

あさの　ますみ／作　　ポプラ社

魔法の庭ものがたり〈ハーブ魔女とふしぎなかぎ」

作　　ポプラ社

青いスタートライン

高田　由紀子／作　ポプラ社

ぼくたちは、未来にむかって泳ぎだ

す…。佐渡の海で１キロの遠泳にい

どむことになった小５の颯太。そこ

での出会いと絆、それぞれの心の成

長をみずみずしく描きだした、希望

と前進の物語。

髪がつなぐ物語

別司　芳子／著　文研出版
長く伸ばした自分の髪を寄付する

「ヘアドネーション」。髪は「医療

用ウィッグ」として使われる。「ヘ

アドネーション」の日本における活

動を、ボランティアとして参加した

子どもたちを通して紹介する

クローンドッグ

今西　乃子／作    金の星社

いじめを受けていた航は虐待された

子犬を拾って飼うことに。子犬はい

つしか航の心の拠り所となっていく

が、そんな時、航はクローンペット

を作る会社があることを知り…。

「犬たちをおくる日」の著者がおく

る衝撃の物語。

斉藤　洋／作　　偕成社

カオスが動きだすと、中からふしぎ

なものが出てきます。「わたし」は

空飛ぶ玄関マットに乗ってカオスを

探しますが、出会ったのは奇想天外

な人たちで…。「ギュレギュレ！」

の姉妹編。『鬼ケ島通信』連載に加

筆修正。

ぼうけんはバスにのって
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