
タイトル 著者 出版社 請求記号

日本の名著見るだけノート 福田　和也／監修 宝島社 028 ﾆ

良い加減に生きる きたやま　おさむ 講談社 146 ｷ

誕生日だけで「本来のキャラ」がわかり仕事、恋愛、人間関係がうまくいく本 佐奈　由紀子 ゴマブックス 141 ｻ

お金持ちになった人の10年投資をマネしたら、資産が3倍になりました! 横山　光昭 KADOKAWA 338 ﾖ

THE旅育 BEN ゴマブックス 379 ﾍﾞ

じっくり観察特徴がわかるコケ図鑑 大石　善隆 ナツメ社 475 ｵ

脳の謎 日経ナショナルジオグラフィック社 491 ﾉ

歳を重ねても素敵でいたいいつもの大人服 吉川　秀子 日本ヴォーグ社 593 ﾖ ｵﾚﾝｼﾞ

DVDで上達!卓球 宮崎　義仁 ナツメ社 783 ﾃﾞ

新釈漢文大系　詩人編4 明治書院 928 ｼ

図書館司書と不死の猫 リン・トラス 東京創元社 933 ﾄ

パリ警視庁迷宮捜査班 ソフィー・エナフ 早川書房 953 ｴ

百花 川村　元気 文藝春秋 F ｶﾜ

魔法を召し上がれ 瀬名　秀明 講談社 F ｾﾅ

夢見る帝国図書館 東文藝春秋 F ﾅｶ

椿宿の辺りに 梨木　香歩 朝日新聞出版 F ﾅｼ

蒼色の大地 薬丸　岳 中央公論新社 F ﾔｸ

日本の元号大事典 日本の元号大事典編集委員会／編著 汐文社 210 ﾆ

日本昔ばなしのことば絵本 千葉　幹夫 ナツメ社 388 ﾆ

ソラタとヒナタ かんの　ゆうこ 講談社 913 ｶ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　11 廣嶋　玲子 偕成社 913 ﾋ 11

あまがえるのかくれんぼ たての　ひろし 世界文化社 E ｱ

エジソン トーベン・クールマン ブロンズ新社 E ｴ

おおかみさんいまなんじ? 中川　ひろたか 学研プラス E ｵ

きょうもうれしい えがしら　みちこ 理論社 E ｷ

しょうぎはじめました 間部　香代 文研出版 E ｼ

とりあえずごめんなさい 五味　太郎 絵本館 E ﾄ

ミツバチだいすき 藤原　由美子 福音館書店 E ﾐ
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にったとしょかんだより  
６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  

New 
「看護学生のための科学的作文レッスン」 

倉茂 好匡／著 医学書院 

科学的に正しく伝わる文ってどんなもの? 論文に書いてはいけないことって

何? 段落作りの大原則とは? 科学的な論文・レポート作成のための作文技術

を、看護学生・のり子さんの卒業論文の草稿をもとに会話形式で解説する。 

「はるとあき」 

斉藤 倫／作，うきまる／作，吉田 尚令／絵 

わたしは「春」。季節が巡る中で、「秋」に会ったことがないわたしは、「秋」

に手紙を書くことを思いつき…。「春」と「秋」の往復書簡を通して、季節の

素晴らしさ、相手を思いやる心など、忘れつつある大事なことを描く。 

＊課題図書の貸出は 7／2（火）からです。 

 

梅雨の季節です。マイバック持参にご協力を！！ 

資料は水気にたいへん弱いです。 

本専用のマイバックをご用意して、大切な資

料を守りましょう！ 

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

23／30 24 25 26 27 28 29

6月の休館カレンダー　■は休館日

お話コーナーに用意している、「よい絵本」にか

わり、全国学校図書館協議会絵本委員会・絵本

委員会が厳選した「えほん５０」を随時ご準備

させていただきます。「えほん５０」は 2017 年

10 月から 2018 年９月までに刊行された絵本

の中から選ばれた本です。委員会がぜひ子ども

たちに読んでほしいと推薦するものです。 



 

 

 

新田大明神縁起 上巻 義貞の次男である義興を祭神とした新田神社の縁起 

特集コーナーでは、「水」をテーマに書籍を集めました。 

新しい年号は令和となりました。天皇陛下は水の研究

をされていることもあり、特集コーナーでは、「水」を

テーマに書籍を集めました。また、東京オリンピック

2020 の関連特集では、水泳などの水に関わる競技につ

いての資料を集めました。 

 

パディントンシリーズの誕生 

作家マイケル・ポンドが奥さんにプレゼントした小さなクマのぬいぐるみ。

そのクマをモデルに生まれた物語が「パディントン」シリーズです。 

いろいろなパディントン 

一番初めの本の挿絵はペギー・フォートナムが描き、1972

年からは水彩画のフレッド・バンベリー、その後はデイビッ

ト・マッキー、Ｒ．Ｗアリー、ジョン・ロパンなどによって

描かれています。新田図書館では“きせつのえほん”の棚で

シリーズを貸出しております。 

くまのパディントン™展 
２０１９．４．２０－６．２３ 

『くまのパディントン』 
マイケル・ボンド著 ペギー・フォートナム画 福音館書店 

遠いペルーからやってきたクマのパディントンを、駅で

出会ったブラウンさん一家がうちに連れて帰ることに。

途中のお店では体じゅうをクリームでベトベトにし、お

風呂ではおぼれかけるパディントンでしたが…。 

「新田義貞像」  

藤島神社蔵 江戸時代  

岩松
いわまつ

道
みち

純
ずみ

/画 

義貞の子孫で近世に「猫絵の殿様」

として著名であった新田岩松道純

が描いた像。 

名称 所蔵 時代

新田義貞在家畠地売券（長楽寺文書） 長楽寺 文保2年（1318） 国宝

不動明王立像 総持寺 平安時代後期 県指定文化財

聖観音像［複製] 正法寺 鎌倉時代 　　〃

神像 十二所神社 正元元年（1259） 市指定文化財

伝徳川義季像 長楽寺 鎌倉～南北朝時代 　　〃

月船深海坐像 〃 鎌倉時代 　　〃

二天立像 明王院 南北朝時代 県指定文化財

金剛寺の円仏板碑・妙連板碑 金剛寺 正和4年(1315） 　　〃

＊板碑とは中世に流行った供養のための石の塔。卒塔婆と同じ意味合いで作られたもの。

白糸威腹巻
シロイトオドシハラマキ

　三十八間筋兜付 個人 室町時代（15世紀後半） 　　〃

＊群馬県にある由来のある、現存する唯一の腹巻

この甲冑は2017年11月に新田図書館で講演をされた、永田氏が発見された甲冑です。発見当時のエピソードとして、研

究中に使用していた資料、『宝泉村誌』に掲載されていた小さな写真の甲冑に気づき、調査の結果、室町時代中期以前の

もので、全国でも数えるほどしかない甲冑であった、というお話でした。

大新田氏展  2019．4.27（土） 

～6.16（日） 

群馬県立歴史博物館にて開催中 

↓大新田氏展 展示資料の一部 太田市所蔵の資料をピックアップしました。普段見ることのできな

い貴重な資料が歴史博物館で一度に見ることができます。、 

開館 40 周年記念の企画展、「応仁の乱」中央

公論新社出版のヒットなど、この時代がピッ

クアップされています。 

「義貞の勇姿」、「新田氏から岩松氏へ」、「新

田氏の故郷」と、3 テーマに分かれて展示さ

れています。当館は新田資料として新田氏に

関する資料を多く所蔵しております。鎌倉時

代の貴重な資料の実物が拝観できます。 

ジョン・ロバン画 ブレッド・ハンベリー画 アリー・Ｒ・Ｗ画 

背表紙の↑マーク

が目印です。 


