
   

 

 

 

 

 

  

階見コース 宅配北
1
月
10 月 7 日 (木) 10 月 7 日 (木)

清岳コース 宅配南 10月 14日 (木) 10月 14日 (木)

吉野コース 宅配北 10月 21日 (木) 10月 21日 (木)

矢野コース 宅配南 10月 27日 (水) 10月 28日 (木)

10 月 7 日 (木)

10月 21日 (木)

移動図書館車（ドリーム号）巡回日程

上下北小学校

上下南小学校

ほのぼの苑

かがやき苑

一般

児童
期間展示 『 ど き ど き ミ ス テ リ ー 』 10月6日 (水) ～ 11月1日 (月)

井永八幡神社の神木として古くから崇められてきたブナ科の常緑高木。胸高

周囲 4.53 メートル、樹高約 13 メートル、推定樹齢 500 年の古木。かつて落

雷のため上部が折れて樹幹は空洞になっていますが、表皮から新しい枝が何

本も出ていて、まだまだ樹勢は盛んです。 

参考文献 『上下の自然 いま・分水嶺のまちを考える』H40／ア 

井永八幡神社 井永八幡神社のシラカシ 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

-4 -3 -2 -1 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 32 33 34

31 はおやすみです

   

ウスバキトンボ 毎年冬に全滅する 

 南方から渡ってくるが、冬には全滅する。しかし春になると、 

また南から渡ってくる。分布を広げようとしているのだろうか。 

○分類：昆虫綱トンボ目トンボ科  ○分布：日本全国 

○大きさ：4.5～5ｃｍ程度（体長）  

○おもなすみか：田んぼ、ため池など  ○生態：夏の終わり頃から、少し高いと

ころを大群で飛んでいるトンボ。農地や河川敷、グラウンドなど開けた環境に多

い。越冬の北端は八重山諸島で、それより北の個体は冬に全滅するとされてい

る。ぶら下がるようにとまるのも特徴の一つ。オスは成熟すると赤っぽくなり、

赤トンボと間違われやすい。 

○ウスバキトンボに会おう！：どこにでもたくさんいるが、日中は少し高いところ

をずっと飛んでいるので、じっくり観察したり捕まえたりするのが難しい。 

 朝や夕方、天気があまりよくない日などには、とまって休んでいるところを観察

しやすい。※田んぼで近所の先輩と「今年は長雨が続いたから田んぼの中干し時期

にも水たまりなどがあったためか、めっきり見ることができなくなっていたトンボたちがい

っぱい飛んでいますね。」と話しながら、のどかで自然が豊かだった子どもの頃の稲刈り

時期を懐かしく思いだしました。（分室スタッフ） 

 参考文献  『探検！ 里山いきもの図鑑 身近な自然を楽しもう！』４８／イ 

回覧



  

 

扶桑社 143／ク

宝島社 651／ヤ

誠文堂新光社 786／ア

春陽堂書店 914／モ

出　版　社 分　類

駒草出版 175/ホ

彩図社 280/ト

三才ブックス 333/セ

小学館 493/コ

アップルミンツ 594/ヘ

宝島社 596/リ

天夢人 686/カ

KADOKAWA 713/ハ

女子栄養大学出版部 813/サ

立東舎 911/ム

中央公論新社 913.6/ナ

小学館 913.6/ナ

世にも奇妙な「世界死」大全 遠海　総一／著

詩集『抒情小曲集』より 室生　犀星／著　げみ／絵

世界でいちばん素敵なSDGsの教室 小林　亮／監修

新型コロナワクチン副作用が出る人、出ない人 近藤　誠／著

ベビー＆キッズのニット

リュウジのコンビニレストラン リュウジ／著

全国鉄道なるほど雑学 川島　令三／著

山の選び方・買い方から、実際に山を購入した人たちの実例、山で役立つ知識・
技までを紹介。「バイきんぐ」西村瑞樹らのインタビューや全国のおすすめ＆厳
選山林物件も掲載。

『タープワーク　キャンプ、災害時に役立つ基礎知識と設置法』

タープは自然環境を利用しながら設営、拡張ができる優れたアイテム。アウトド
アアクティビティだけでなく災害でも役立つ、タープの基礎知識からロープワー
ク、タープの張り方やＤＩＹ、メンテナンスまで写真で解説する。

『ごきげんな散歩道』

荒井　裕介／著

《一般》
『イラストですぐわかる！息子のトリセツ』

黒川　伊保子／著　石玉　サコ／イラスト

息子の「ぱなし癖」を許す、「外遊び」と「自由遊び」で小脳を発達させる…。
＜男性脳＞を知り尽くした脳科学者が、「母も惚れるいい男」をつくる、息子育
ての４０の秘訣を紹介する。

『山を買いたい！　山を買う魅力、徹底解剖！！』

不人気な神社が好きなわけ、虹のおすそわけ、人生をバラ色にする方法…。小説
家・森沢明夫が、日々の散歩で出会った「ちいさな幸せ」を綴る。著者撮影のカ
ラー写真も掲載。

書　　　名 著　　者

異界神社 本田　不二雄／著

はしもとみおの木彫り教室 はしもと　みお／著

教場X 長岡　弘樹／著

やさしい猫 中島　京子／著

森沢　明夫／著

国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ／著

新しく入った本の中から、一部を紹介します。
ここに紹介した本のほかにもたくさん入っています。

どうぞご利用ください。



 

E／シ

E／チ

31／シ

48/ハ

913／ハ

関　慎太郎／写真　ＡＺ　Ｒｅｌｉｅｆ／編著　桑原　一司／編著　　緑書房

原　ゆたか／さく・え　　ポプラ社

民主主義ってあたりまえ？地方自治ってなんだろう？民主主義を身近な例でやさ
しく紹介。また、これからのよりよい民主主義を考えていけるよう、日本の政治
の仕組みや課題なども解説する。

『１０歳から読める・わかるいちばんやさしい民主主義』

《児童》
『じはんきくん』

ぼくは、自動販売機のじはんきくん。好きな飲みもの、どーれかな？「ぽち
ん！」とボタンを押したくなる、タテに開いて読む絵本。なんでも自分でやりた
がる「やるやる期」の子どもにぴったり。

『ちょとつ』

五野井　郁夫／監修　　東京書店

１００年以上前に感染症と闘った医学者、北里柴三郎。日本の近代医学の発展に
尽くし、２０２４年からの新紙幣・千円札の肖像となる彼の人生を漫画で紹介し
ます。見返しに人物紹介等あり。

おおい　じゅんこ／作・絵　　教育画劇

立川　治樹／ぶん　くすはら　順子／え　　絵本塾出版

ジェニファー・キリック／作　橋本　恵／訳　おとない　ちあき／装画・挿画
ほるぷ出版　　93／キ

修学旅行でとあるアクティビティ・センターにやって来たランスたち。ところ
が、どうも様子がおかしい。どうやら、ねむると別のものに変身させられてしま
うようで…。イギリスで子どもたちの人気を博したＳＦホラーサスペンス。

オオサンショウウオの不思議が楽しみながらわかるビジュアルガイド。写真絵
本、日本や世界のオオサンショウウオ図鑑、オオサンショウウオの繁殖の秘密を
はじめ、歴史・文化、自由研究、保護施設、水族館等も収録する。

『かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり』

「ハロウィーンをもっとようかいのためのおまつりにしたい！」とはりきる、よ
うかい学校の先生。でも先生を手伝っていたのは、ゾロリを何度もひどい目にあ
わせたブルル社長で…。

『キケンな修学旅行　ぜったいねむるな！』

『はっけん！オオサンショウウオ』

ニール・レイトン／作・絵　いわじょう　よしひと／訳　向井　人史／日本語版監修
大山　剛弘／日本語版監修　　ひさかたチャイルド　　E／ト

                                   おおつき　べるの／まんが　川崎　堅二／シナリオ
北里研究所北里柴三郎記念室／監修　　集英社　　28／キ

目の前に畑が出てきたら、踏んづけてまっすぐ走る。森の中では、木にぶつかり
ながらもまっすぐ走る。イノシシの‟猪突猛進”な毎日を、ユーモアあふれるテキ
ストと大胆なイラストで描く力強い物語。

『止めなくちゃ！気候変動　わたしたちにできること　絵本で知ろう！SDGs』

地球上のすべての生き物に関わる気候変動について、ユーモラスなイラストと語
りかけるような文章でわかりやすく解説。この問題を解決するための取り組み
や、子どもたちが今できるアイデアも紹介する。

『北里柴三郎　感染症予防の発展につくした近代日本医学の父』

あたらしく入った本です。

ほかにもたくさん入っています！


