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『こんちゅうクンの　『こんちゅうクンの　
いちばん虫ずかん』いちばん虫ずかん』

こんちゅうクン／著こんちゅうクン／著
ジャスタインターナショナルジャスタインターナショナル

『虫のしわざ図鑑』『虫のしわざ図鑑』
新開孝新開孝／写真・文　少年写真新聞社／写真・文　少年写真新聞社

『鳴く虫「音声」図鑑』『鳴く虫「音声」図鑑』
奥山風太郎、上田秀雄／著奥山風太郎、上田秀雄／著

DU BOOKSDU BOOKS

スズムシ、キリギリスから、カネタタスズムシ、キリギリスから、カネタタ
キ、オケラまで、全５２種類の虫の鳴キ、オケラまで、全５２種類の虫の鳴
き声の特徴と聞き分け方を紹介。聴き声の特徴と聞き分け方を紹介。聴
いた場所や声のタイプなど、視覚以いた場所や声のタイプなど、視覚以
外の情報であたりをつけて、調べら外の情報であたりをつけて、調べら
れる図鑑です。鳴き声を再生できるれる図鑑です。鳴き声を再生できる
ＱＲコードも付いていますので、鳴きＱＲコードも付いていますので、鳴き
声を楽しんでみてはいかがですか。声を楽しんでみてはいかがですか。

昆虫採集や観察をしていると、植物昆虫採集や観察をしていると、植物
についている食痕や穴、模様、泥だについている食痕や穴、模様、泥だ
んごなど「ヘンな痕跡」を見ることんごなど「ヘンな痕跡」を見ること
があります。その多くは「虫のしわがあります。その多くは「虫のしわ
ざ」で、「しわざ」の正体を探ると、ざ」で、「しわざ」の正体を探ると、
虫の名前をはじめ、虫たちの生きる虫の名前をはじめ、虫たちの生きる
知恵がわかり、自然観察がより楽し知恵がわかり、自然観察がより楽し
くなります。くなります。

― のぞいてみよう虫の世界  ―
虫たちは、夏になると活動的になり、たくさん見つけられます。虫と聞くと苦手で遠ざける人もいますが、虫たちは、夏になると活動的になり、たくさん見つけられます。虫と聞くと苦手で遠ざける人もいますが、

暑い夏のなか、懸命に生きる虫たちの世界を少しでものぞいてみてはいかがですか。暑い夏のなか、懸命に生きる虫たちの世界を少しでものぞいてみてはいかがですか。
今月は、虫たちに興味のわくような本を3冊紹介します。今月は、虫たちに興味のわくような本を3冊紹介します。
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～ 新しく図書館にはいった資料の一部を紹介します ～～ 新しく図書館にはいった資料の一部を紹介します ～

 こどもの本こどもの本  一般書一般書
星座と神話大じてん星座と神話大じてん
永田美絵（成美堂出版）永田美絵（成美堂出版）

因数分解思考因数分解思考
深沢真太郎（あさ出版）深沢真太郎（あさ出版）

なんで信長はお城を建てたの？なんで信長はお城を建てたの？
畑中英二（新泉社）畑中英二（新泉社）

新失敗学新失敗学
畑村洋太郎（講談社）畑村洋太郎（講談社）

風の神送れ風の神送れ
熊谷千世子（小峰書店）熊谷千世子（小峰書店）

ウソをつく生きものたちウソをつく生きものたち
森由民（緑書房）森由民（緑書房）

ようかいむらのきらきらたなばたようかいむらのきらきらたなばた
たかいよしかず（国土社）たかいよしかず（国土社）

あきらめません！あきらめません！
垣谷美雨（講談社）垣谷美雨（講談社）

夜をあるく夜をあるく
マリー・ドルレアン（BL 出版）マリー・ドルレアン（BL 出版）

弧蝶の城弧蝶の城
桜木紫乃（新潮社）桜木紫乃（新潮社）

町立図書館　【開館時間】町立図書館　【開館時間】　火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、水曜日・木曜日９時～水曜日・木曜日９時～ 1818 時時
【貸出冊数・期間】【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌を 10 冊、紙芝居を５点、ビデオ・ＤＶＤを２点まで 15 日間借りられます。ひとり図書・雑誌を 10 冊、紙芝居を５点、ビデオ・ＤＶＤを２点まで 15 日間借りられます。
公民館図書室　【開館時間】公民館図書室　【開館時間】　火曜日～日曜日９時～ 17 時火曜日～日曜日９時～ 17 時

【貸出冊数・期間】【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて５冊まで、15 日間借りられます。ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて５冊まで、15 日間借りられます。
図書館・図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・紙芝居は壊れやすいので、図書館・図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・紙芝居は壊れやすいので、
カウンターへ返却をお願いします。カウンターへ返却をお願いします。

～ 絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします ～～ 絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします ～

～ 図書館の担当者がセレクトしたオススメの本をご紹介！ ～～ 図書館の担当者がセレクトしたオススメの本をご紹介！ ～

      図書館休館(図書室開館)

　　　　図書室休館(図書館開館)

　　

　　　　図書館・図書室の休館日

      おはなし会
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◆◆都幾川公民館図書室木質化コーナー　都幾川公民館図書室木質化コーナー　
8月はお休みします。8月はお休みします。

◆◆町立図書館絵本コーナー　絵本や紙芝居の読み聞かせな町立図書館絵本コーナー　絵本や紙芝居の読み聞かせなどど
エプロンさんのおはなし会エプロンさんのおはなし会（0～5歳） （0～5歳）   8月16日㈫ 10時～8月16日㈫ 10時～
ちいさい子向けちいさい子向け（0～5歳）（0～5歳）     8月20日㈯ 10時30分～ 8月20日㈯ 10時30分～
おおきい子向けおおきい子向け（5歳~小学生（5歳~小学生））    8月27日㈯ 14時～8月27日㈯ 14時～

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合があります。※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合があります。

＊町立図書館・公民館図書室では、除籍図書のリサイクル（無料配布）を始めました。＊町立図書館・公民館図書室では、除籍図書のリサイクル（無料配布）を始めました。

新着図
書

ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上
の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。
※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日

に都合の合わない方は、随時事務所で行います。に都合の合わない方は、随時事務所で行います。
日　時  8月10日㈬　13時30分から 8月10日㈬　13時30分から
場　所  ときがわ町シルバー人材センター事務所 ときがわ町シルバー人材センター事務所
問  ときがわ町シルバー人材センター  ときがわ町シルバー人材センター ☎☎  66-022066-0220

シルバー人材センター会員募集

「見た目」や「生き方」がいちばん「見た目」や「生き方」がいちばん
の虫から、「かんちがい」「ほっとけの虫から、「かんちがい」「ほっとけ
ない」「予想外」のいちばんまで、ない」「予想外」のいちばんまで、
虫の世界の “ ちょっと変わった ”「い虫の世界の “ ちょっと変わった ”「い
ちばん」が大集合 !  何のいちばんちばん」が大集合 !  何のいちばん
に選ばれたのか、虫もドキドキしに選ばれたのか、虫もドキドキし
ちゃうおもしろ図鑑です。ちゃうおもしろ図鑑です。

平和ウィーク「今、平和について考えよう　戦後
77年目の夏休み」
◆ 夏休みの宿題をサポート！ ピースチャレンジ　◆ 夏休みの宿題をサポート！ ピースチャレンジ　

8月6日・7日・12日・13日・14日 8月6日・7日・12日・13日・14日 
◆夏休みクラフト教室（要予約） 8月9日・10日◆夏休みクラフト教室（要予約） 8月9日・10日
◆戦時中の体験を聞く会（当日整理券） 8月11日◆戦時中の体験を聞く会（当日整理券） 8月11日
◆紙芝居読み聞かせ　8月14日◆紙芝居読み聞かせ　8月14日
◆平和ウィーク特別アニメ上映◆平和ウィーク特別アニメ上映

映画会（無料・先着160人・申込不要）
◆ああ栄冠は君に輝く　8月20日㈯ 14時～◆ああ栄冠は君に輝く　8月20日㈯ 14時～

戦争体験者証言ビデオ上映会（無料・先着160人・
申込不要）
◆11歳で孤児になって（約16分） ◆11歳で孤児になって（約16分） 
◆広島駅8時15分（約9分）◆広島駅8時15分（約9分）
日　時  8月27日㈯ 13時～ 8月27日㈯ 13時～

問  埼玉ピースミュージアム（埼玉県平和資料館） 埼玉ピースミュージアム（埼玉県平和資料館）
　　 　　 ☎☎  35-411135-4111
◆開館時間9時～16時30分（入館は16時まで）◆開館時間9時～16時30分（入館は16時まで）
◆月曜日休館　◆入館料無料◆月曜日休館　◆入館料無料

戦争に関する講演会を行います。戦争に関する講演会を行います。
日　時  8月7日㈰　14時～15時30分 8月7日㈰　14時～15時30分
会　場   嵐山町　ヌエック　ホール嵐山町　ヌエック　ホール
問   平和のための戦争展in比企実行委員会　事務局  平和のための戦争展in比企実行委員会　事務局

亀井 亀井 ☎☎  22-251122-2511

放送大学は、2022年10月入学生を募集していま放送大学は、2022年10月入学生を募集していま
す。10代から90代の幅広い世代、約9万人の学す。10代から90代の幅広い世代、約9万人の学
生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で学んでいます。心理学・福祉・経様々な目的で学んでいます。心理学・福祉・経
済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の
幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができ幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができ
ます。資料を無料で差し上げています。お気軽にます。資料を無料で差し上げています。お気軽に
問合せ先までご請求ください。出願期間は、第1回問合せ先までご請求ください。出願期間は、第1回
が8月31日まで、第2回が9月13日まで。が8月31日まで、第2回が9月13日まで。
問  放送大学埼玉学習センター  放送大学埼玉学習センター ☎☎  048-650-2611048-650-2611

埼玉ピースミュージアム

平和のための戦争展 in 比企

放送大学　入学生募集

◆ 一般曹候補生採用男女試験
対　象   18歳以上33歳未満の者  18歳以上33歳未満の者
受　付   受付中～9月5日㈪受付中～9月5日㈪
試験日 【1次】9月15日㈭～18日㈰のいずれか1日【1次】9月15日㈭～18日㈰のいずれか1日    
                        【2次【2次】】10月 8日㈯～23日㈪10月 8日㈯～23日㈪のいずれか1日のいずれか1日
合格発表 【1次】10月3日㈮【1次】10月3日㈮【最終】11月15日㈫【最終】11月15日㈫

◆ 自衛官採用セミナー
現役自衛官と懇談できます♪現役自衛官と懇談できます♪
日　時  8月20日㈯　10時～12時、13時～15時 8月20日㈯　10時～12時、13時～15時
場　所  ティアラ21　4階ハートピア会議室 ティアラ21　4階ハートピア会議室
　　　 （熊谷駅ビル直結）　　　 （熊谷駅ビル直結）

※細部についてはお問い合わせください。※細部についてはお問い合わせください。

問   自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所  自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所
　　（担当）満木 　　（担当）満木 ☎☎  048-522-4855048-522-4855

自衛官募集案内

建設業の健康保険、一人親方労災、労災・雇用保建設業の健康保険、一人親方労災、労災・雇用保
険、資格講習、建設業許可、建設キャリアアップ険、資格講習、建設業許可、建設キャリアアップ
システムなど建設業関係の無料相談を行っていまシステムなど建設業関係の無料相談を行っていま
す。す。また、住まいの無料相談も行っています。また、住まいの無料相談も行っています。おお
困りのことがありましたらご相談ください。困りのことがありましたらご相談ください。
問  埼玉土建比企西部支部  埼玉土建比企西部支部 ☎☎  66-112066-1120

建設関係の無料相談を行っています

1819


