
開館 ９時３０分～１９時

休館 木曜／祝日／月末整理日ほか

住所 江田島市能美町中町３３７４－１２

電話 ４５－００７５ FAX ４５-００７７

ＨＰ http://www.library.etajima.hiroshima.jp/

○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場

２２２２日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～午後午後午後午後７７７７：：：：００００００００

「「「「第第第第１１１１１１１１回回回回 図書館図書館図書館図書館フェスタフェスタフェスタフェスタ」」」」

※※※※くわしくはくわしくはくわしくはくわしくは中中中中ページをごページをごページをごページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

○○○○おはなしレストランおはなしレストランおはなしレストランおはなしレストラン

①①①① ４４４４日日日日（（（（火火火火））））

②②②② １８１８１８１８日日日日（（（（火火火火））））

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分

○○○○ＮＬＳＮＬＳＮＬＳＮＬＳ （（（（のうみライブラリーシンフォニーのうみライブラリーシンフォニーのうみライブラリーシンフォニーのうみライブラリーシンフォニー））））

１１１１５５５５日日日日（（（（土土土土）））） 午後午後午後午後４４４４時時時時～～～～６６６６時時時時

「「「「癒癒癒癒しのしのしのしの音楽音楽音楽音楽のひとときのひとときのひとときのひととき」」」」

○○○○チクチクさんチクチクさんチクチクさんチクチクさん

１８１８１８１８日日日日（（（（火火火火）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時

「「「「羽子板羽子板羽子板羽子板のののの正月飾正月飾正月飾正月飾りりりり」（」（」（」（2222／／／／４４４４回目回目回目回目））））

○○○○カンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶ
２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分
ママとママとママとママと赤赤赤赤ちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなし会会会会

○○○○読書会読書会読書会読書会

２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時
『『『『海難海難海難海難１８９０１８９０１８９０１８９０』』』』 ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会

○○○○アートアートアートアート

２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時

「「「「あそびアートであそびアートであそびアートであそびアートで人人人人のののの１２１２１２１２感覚感覚感覚感覚をををを知知知知るるるる」」」」

第１４４号 平成２８年１０月1日
１０１０１０１０月月月月のののの行事予定行事予定行事予定行事予定

○能美図書館○

読んでみて！

『『『『日本人日本人日本人日本人のののの肖像肖像肖像肖像』』』』
葉室 麟/著

矢部 明洋/聞き手

講談社

歴史時代小説の最前線

をゆく直木賞作家が、浪漫

あふれる「この国のかたち」

を見つめ直す。歴史人物

を語った史談集と、各分野

の専門家との対談集を収

録する。

『『『『くいしんぼうのくじらくいしんぼうのくじらくいしんぼうのくじらくいしんぼうのくじら』』』』
谷口 智則/作

あかね書房

おいらはクジラ。「いただ

きます」が大好きで、「ごち

そうさま」は大きらい。海の

魚を食べつくしたら、川の

魚もいただきますー。ごちそ

うさまを言わずに食べまくる、

大きなクジラのナンセンス

絵本。

『『『『学研学研学研学研まんがまんがまんがまんがＮＥＷＮＥＷＮＥＷＮＥＷ

世界世界世界世界のののの歴史歴史歴史歴史 全全全全１２１２１２１２巻巻巻巻』』』』
近藤 次郎/監修

学研プラス

日 月 火 水 木 金 土

1111
2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888
9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515
16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222
23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929

30303030 31313131

ジャンルジャンルジャンルジャンル 書名書名書名書名 著作者著作者著作者著作者などなどなどなど

　『望み』 雫井　脩介/著

　『お手がみください』 高森　美由紀/著

　『ショートショートの缶詰』 田丸　雅智/編

　『何様』 朝井　リョウ/著

　『みかづき』 森　絵都/著

　『女子的生活』 坂木　司/著

　『危険なビーナス』 東野　圭吾/著

　『取次屋栄三』　（シリーズ1～16） 岡本　さとる/著

　『らくだ』　（新・酔いどれ小藤次　6） 佐伯　泰英/著

　『１０分間ミステリーＴＨＥ　ＢＥＳＴ』 天田　式ほか/著

心理学 　『悪癖の科学』 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｽﾃｨｰｳﾞﾝｽﾞ/著

　『人生案内心の悩み心の不調に答えます』 野村　総一郎/著

　『一生を賭ける仕事の見つけ方』 斎藤　祐馬/著

　『日本人のひたむきな生き方』 松本　創/著

　『日本人の肖像』 葉室　麟/著

　『美しく暮らすおしゃれのヒント』 松本　洋子/著

　『横浜・鎌倉　2016-2』 旺文社

　『温泉やど中国・四国　2016-2』 旺文社

　『明日、会社に行くのが楽しみになるお仕事のコツ事典』 文響社編集部/編

　『大学生活を極める５５のヒント』 板野　博行/著

　『コッペパンワンダーランド！』 与儀　高志/著

　『料理好きのうつわと片づけ』 人とうつわ編集部/編

生活 　『２週間で人生を取り戻す！勝間式汚部屋脱出プログラム』 勝間　和代/著

スポーツ 　『大相撲の解剖図鑑』 伊藤　勝治/監修

　『九十歳。何がめでたい』 佐藤　愛子/著

　『我が家の内輪話』 三浦　朱門/著

　『老人の極意』 村松　友視/著

　『はじめての日本の歴史　1～15』 山本　博文/総監修

　『学研まんがＮＥＷ世界の歴史　1～12』 近藤　次郎/監修

　『子犬のきららと捨て犬・未来』 今西　乃子/著

　『警察犬になったアンズ』 鈴木　博房/著

　『さかなクンの一魚一会』 さかなクン/著

　『きょうはそらにまるいつき』 荒井　良二/著

　『くいしんぼうのくじら』 谷口　智則/作

　『あきいろのころわん』 間所　ひさこ/作

　『てんこうせいはつばめくん』 こんの　ひとみ/作

　『もっとたのしいハロウィンがいっぱい！』 リチャード・プラット/作

よみもの

絵本

小説
（文庫）

小説

人生訓

伝記

旅行

社会

エッセイ

料理

浜辺浜辺浜辺浜辺のののの宝物宝物宝物宝物でででで

「「「「夏夏夏夏のののの思思思思いいいい出出出出」」」」

作作作作ったよったよったよったよ！！！！
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10月の

ミニ図書館

今月の運転手はははは

ライムちゃんライムちゃんライムちゃんライムちゃん

１０月 ５日（水）
１９日（水）

三高会館
１１時～１２時

「「「「待待待待っててねっててねっててねっててね！」！」！」！」

今月の展示

ＹＹＹＹさんさんさんさん （（（（能美町在住能美町在住能美町在住能美町在住））））

『『『『奇跡奇跡奇跡奇跡のののの紅茶専門店紅茶専門店紅茶専門店紅茶専門店』』』』
荒川祐二荒川祐二荒川祐二荒川祐二////著著著著 マガジンハウスマガジンハウスマガジンハウスマガジンハウス

自分自分自分自分をををを変変変変えたいえたいえたいえたい、、、、新新新新しいしいしいしい道道道道をををを切切切切りりりり開開開開きたいきたいきたいきたい。。。。

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな悩悩悩悩みにみにみにみに応応応応じたあなただけのじたあなただけのじたあなただけのじたあなただけの紅茶紅茶紅茶紅茶、、、、ありますーありますーありますーありますー。。。。

実在実在実在実在のののの紅茶専門店紅茶専門店紅茶専門店紅茶専門店「Ｉ「Ｉ「Ｉ「Ｉ ＴｅＡＴｅＡＴｅＡＴｅＡ ＨＯＵＳＥ」ＨＯＵＳＥ」ＨＯＵＳＥ」ＨＯＵＳＥ」をををを舞台舞台舞台舞台

にににに繰繰繰繰りりりり広広広広げられるげられるげられるげられる、、、、男女男女男女男女７７７７人人人人のののの苦悩苦悩苦悩苦悩とととと再生再生再生再生のののの物語物語物語物語。。。。

「「「「初初初初めてめてめてめて読読読読んだんだんだんだ作家作家作家作家さんでしたがさんでしたがさんでしたがさんでしたが、、、、元気元気元気元気をもらえるをもらえるをもらえるをもらえる小説小説小説小説でででで

したしたしたした。。。。読読読読みやすいのもおすすめですみやすいのもおすすめですみやすいのもおすすめですみやすいのもおすすめです」」」」ととととＹＹＹＹさんさんさんさん。。。。ぜひぜひぜひぜひ読読読読んでんでんでんで

みてみてみてみて！！！！

■■■■ カープ優勝記念展カープ優勝記念展カープ優勝記念展カープ優勝記念展
９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日、、、、広島東洋広島東洋広島東洋広島東洋カープがカープがカープがカープが２５２５２５２５年年年年ぶりぶりぶりぶり７７７７度目度目度目度目

のリーグのリーグのリーグのリーグ優勝優勝優勝優勝をををを決決決決めましためましためましためました！！！！そこでそこでそこでそこで「「「「カープカープカープカープ優勝記優勝記優勝記優勝記

念展念展念展念展」」」」をををを行行行行いますいますいますいます。。。。感動感動感動感動をありがとうをありがとうをありがとうをありがとう！！！！

『『『『赤赤赤赤いいいい心心心心』』』』 新井新井新井新井 貴浩貴浩貴浩貴浩////著著著著

『『『『赤赤赤赤ヘルヘルヘルヘル偉人伝偉人伝偉人伝偉人伝』』』』 グレートグレートグレートグレート巨砲巨砲巨砲巨砲////著著著著

『『『『カープのカープのカープのカープの美学美学美学美学』』』』 迫迫迫迫 勝則勝則勝則勝則////著著著著

『『『『カープファンはカープファンはカープファンはカープファンは日本一日本一日本一日本一！！！！』』』』 井川井川井川井川 樹樹樹樹////著著著著

『『『『カープカープカープカープ愛愛愛愛。。。。』』』』 衣笠衣笠衣笠衣笠 祥雄祥雄祥雄祥雄////著著著著

『『『『菊地涼介丸佳浩菊地涼介丸佳浩菊地涼介丸佳浩菊地涼介丸佳浩メッセージメッセージメッセージメッセージＢＯＯＫＢＯＯＫＢＯＯＫＢＯＯＫ

コンビｽﾍﾟｼｬﾙーキクマルコンビｽﾍﾟｼｬﾙーキクマルコンビｽﾍﾟｼｬﾙーキクマルコンビｽﾍﾟｼｬﾙーキクマル魂魂魂魂ーーーー』』』』 廣済堂出版廣済堂出版廣済堂出版廣済堂出版

『『『『黒田弘樹黒田弘樹黒田弘樹黒田弘樹１１１１球球球球のののの重重重重みみみみ』』』』 迫迫迫迫 勝則勝則勝則勝則////著著著著

『『『『最強最強最強最強のののの広島広島広島広島カープカープカープカープ論論論論』』』』 二宮二宮二宮二宮 清純清純清純清純////著著著著

『『『『2016201620162016広島広島広島広島カープカープカープカープ栄光栄光栄光栄光へのへのへのへの軌跡軌跡軌跡軌跡』』』』 朝日新聞出版朝日新聞出版朝日新聞出版朝日新聞出版

『『『『熱烈熱烈熱烈熱烈！！！！カープカープカープカープ魂魂魂魂』』』』 大野大野大野大野 豊豊豊豊////著著著著

『『『『初優勝初優勝初優勝初優勝ＰＬＡＹＢＡＣＫＰＬＡＹＢＡＣＫＰＬＡＹＢＡＣＫＰＬＡＹＢＡＣＫ １９７５１９７５１９７５１９７５．．．．１０１０１０１０．．．．１５１５１５１５』』』』

堀堀堀堀 治豊治豊治豊治豊////著著著著

『『『『広島東洋広島東洋広島東洋広島東洋カープカープカープカープ語録語録語録語録ぶちええぶちええぶちええぶちええ言葉言葉言葉言葉』』』』

セブンセブンセブンセブン＆＆＆＆アイアイアイアイ出版出版出版出版

9999月のふれあい広場月のふれあい広場月のふれあい広場月のふれあい広場

「「「「浜辺浜辺浜辺浜辺のののの宝物宝物宝物宝物でででで 夏夏夏夏のののの思思思思いいいい出出出出づくりづくりづくりづくり」」」」

１１月１１月１１月１１月のふれあい広場のふれあい広場のふれあい広場のふれあい広場

「「「「旬旬旬旬のののの食材食材食材食材をををを使使使使ったったったった健康料理健康料理健康料理健康料理」」」」

秋刀魚秋刀魚秋刀魚秋刀魚にににに鮭鮭鮭鮭、、、、きのこきのこきのこきのこ、、、、さつまさつまさつまさつま芋芋芋芋やややや栗栗栗栗・・・・・・・・・・・・。。。。秋秋秋秋とととと言言言言えばえばえばえば

食欲食欲食欲食欲のののの秋秋秋秋！！！！秋秋秋秋からからからから冬冬冬冬にかけてのにかけてのにかけてのにかけての旬旬旬旬のののの食材食材食材食材をををを使使使使ってってってって、、、、

栄養価栄養価栄養価栄養価がががが高高高高くくくく、、、、そしておいしいそしておいしいそしておいしいそしておいしい健康健康健康健康レシピをレシピをレシピをレシピを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。

（（（（調理調理調理調理のののの実習実習実習実習はありませんはありませんはありませんはありません））））

１１月１９日（土）１１月１９日（土）１１月１９日（土）１１月１９日（土）

１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０

対象：一般の方対象：一般の方対象：一般の方対象：一般の方 （１５名）（１５名）（１５名）（１５名）

※※※※参加費は無料です。参加費は無料です。参加費は無料です。参加費は無料です。

『『『『小鳥小鳥小鳥小鳥』』』』((((第第第第12121212号号号号))))の作品募集はの作品募集はの作品募集はの作品募集は
終了しました。終了しました。終了しました。終了しました。

今年も多くの作品のご応募今年も多くの作品のご応募今年も多くの作品のご応募今年も多くの作品のご応募
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

ごごごご応募応募応募応募いただいたいただいたいただいたいただいた作品作品作品作品からからからから厳選厳選厳選厳選にににに選考選考選考選考

しししし、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１２１２１２１２月月月月ごろごろごろごろ、、、、『『『『小鳥小鳥小鳥小鳥』』』』（（（（第第第第12121212

号号号号））））をををを発行発行発行発行のののの予定予定予定予定ですですですです。。。。

おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

今年今年今年今年もももも、、、、図書館図書館図書館図書館フェスタがフェスタがフェスタがフェスタが開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。恒例恒例恒例恒例

のののの「「「「リサイクル・ブックマーケットリサイクル・ブックマーケットリサイクル・ブックマーケットリサイクル・ブックマーケット」」」」やややや「「「「スペシャルクイスペシャルクイスペシャルクイスペシャルクイ

ズズズズ」」」」ののののほかにほかにほかにほかに、「、「、「、「しおりやブックカバーしおりやブックカバーしおりやブックカバーしおりやブックカバー作作作作りりりり」、「」、「」、「」、「読書読書読書読書

ビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲームビンゴゲーム」「」「」「」「おひざにだっこのおはなしおひざにだっこのおはなしおひざにだっこのおはなしおひざにだっこのおはなし会会会会」」」」などなどなどなど、、、、

盛盛盛盛りだくさんりだくさんりだくさんりだくさん。。。。ポップコーンのサービスもありますポップコーンのサービスもありますポップコーンのサービスもありますポップコーンのサービスもあります。。。。

またまたまたまた、「、「、「、「カープカープカープカープ優勝記念展示優勝記念展示優勝記念展示優勝記念展示」」」」とととと題題題題してしてしてして、、、、今年今年今年今年

大活躍大活躍大活躍大活躍のカープにのカープにのカープにのカープに関連関連関連関連するするするする図書等図書等図書等図書等もももも貸出展示貸出展示貸出展示貸出展示

しますしますしますします。。。。

詳詳詳詳しいごしいごしいごしいご報告報告報告報告はははは、、、、次号次号次号次号をおをおをおをお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

秋の読書週間秋の読書週間秋の読書週間秋の読書週間 （１０（１０（１０（１０////２７～１１２７～１１２７～１１２７～１１////９）９）９）９）

読書週間読書週間読書週間読書週間はははは、、、、終戦終戦終戦終戦まもなくまもなくまもなくまもなく

「「「「読書読書読書読書のののの力力力力によってによってによってによって平和平和平和平和なななな文文文文

化国家化国家化国家化国家をををを創創創創ろうろうろうろう」」」」とととと始始始始められめられめられめられ

ましたましたましたました。。。。

今年今年今年今年のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは「「「「いざいざいざいざ、、、、読書読書読書読書。」。」。」。」

今年今年今年今年のののの読書週間読書週間読書週間読書週間がががが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん

一人一人一人一人ひとりにひとりにひとりにひとりに読書読書読書読書のののの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを知知知知っっっっ

てもらうきっかけになるてもらうきっかけになるてもらうきっかけになるてもらうきっかけになる事事事事をををを願願願願ってってってって

いますいますいますいます。。。。

わたしのいちおし（９４）

・・・本でめぐる・・・・・・本でめぐる・・・・・・本でめぐる・・・・・・本でめぐる・・・
[[[[江田島しましまスタンプラリー」江田島しましまスタンプラリー」江田島しましまスタンプラリー」江田島しましまスタンプラリー」
今年も好評開催中！（～１１今年も好評開催中！（～１１今年も好評開催中！（～１１今年も好評開催中！（～１１////３０）３０）３０）３０）

図書館図書館図書館図書館のののの本本本本をををを３０３０３０３０冊読冊読冊読冊読んでんでんでんで、、、、記念品記念品記念品記念品をもらおをもらおをもらおをもらお

うううう！！！！

期間中期間中期間中期間中、、、、江田島市内江田島市内江田島市内江田島市内のののの図書館図書館図書館図書館（（（（図書室図書室図書室図書室））））でででで本本本本・・・・

雑誌雑誌雑誌雑誌・まんがを・まんがを・まんがを・まんがを３０３０３０３０冊読冊読冊読冊読んでスタンプをんでスタンプをんでスタンプをんでスタンプを集集集集めためためためた方方方方にににに、、、、

記念品記念品記念品記念品としてとしてとしてとして、、、、先着先着先着先着５００５００５００５００名様名様名様名様にナチュラルコットにナチュラルコットにナチュラルコットにナチュラルコット

ンバッグをさしあげますンバッグをさしあげますンバッグをさしあげますンバッグをさしあげます。。。。

眩（くらら） 朝井　まかて/著 新潮社

鯨分限 伊藤　潤/著 光文社

みつえばあちゃんとボク 岡野　雄一/著 西日本新聞社

質問老いることはいやですか？ 落合　恵子/著 朝日新聞出版

家康、江戸を建てる 門井　慶喜/著 祥伝社

孫と私の小さな歴史 佐藤　愛子/著 文藝春秋

いのちをむすぶ 佐藤　初女/著 集英社

小さなことの積み重ね 高橋　幸枝/著 マガジンハウス

老嬢物語 高楼　方子/著 偕成社

奔走老人 谷川　洋/著 ポプラ社

もう過去はいらない ダニエル・フリードマン/著 東京創元社

モーロクのすすめ 坪内　稔典/著 岩波書店

老いの可能性 野村　克也/著 海竜社

歳をとるのは面白い ＰＨＰ研究所

戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原　重明/著 小学館

一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話 日野原　重明/聞き手 実業之日本社

弘兼憲史流「新老人」のススメ 弘兼　憲史/著 徳間書店

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 ホセ・ムヒカ/述 双葉社

日本人のひたむきな生き方 松本　創/著 講談社

我が家の内輪話 三浦　朱門/著 世界文化社

老人の極意 村松　友視/著 河出書房新社

１００歳夫婦力！ 本岡　典子/著 中央公論新社

老人の壁 養老　孟司/著 毎日新聞出版

１００歳になっても！これからもっと幸せなひとり暮らし 吉沢　久子/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

■■■■ 敬老の日敬老の日敬老の日敬老の日 読書のすすめ読書のすすめ読書のすすめ読書のすすめ ２０１６２０１６２０１６２０１６

10101010月特別企画月特別企画月特別企画月特別企画

「「「「ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン どくしょビンゴどくしょビンゴどくしょビンゴどくしょビンゴ」」」」

１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（日日日日））））

ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン前日前日前日前日のののの３０３０３０３０日日日日（（（（日日日日））））限定限定限定限定でででで、、、、““““本本本本をををを借借借借りりりり

たたたた方方方方だけのビンゴだけのビンゴだけのビンゴだけのビンゴ大会大会大会大会””””をををを行行行行いますいますいますいます。。。。借借借借りたりたりたりた本本本本のののの冊冊冊冊

数数数数とととと同同同同じじじじ数数数数だけだけだけだけ番号番号番号番号くじをくじをくじをくじを引引引引いてもらいいてもらいいてもらいいてもらい、、、、３３３３つつつつ並並並並べばべばべばべば

ビンゴビンゴビンゴビンゴ！！！！

ささやかなプレゼントもささやかなプレゼントもささやかなプレゼントもささやかなプレゼントも用意用意用意用意していますしていますしていますしています。。。。ぜひおぜひおぜひおぜひお誘誘誘誘

いいいい合合合合わせてごわせてごわせてごわせてご来館来館来館来館くださいくださいくださいください。。。。

9999月月月月のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい広場広場広場広場ではではではでは、、、、浜辺浜辺浜辺浜辺でででで拾拾拾拾いいいい集集集集めためためためた貝貝貝貝がらがらがらがら

やややや流木流木流木流木、、、、ガラスのかけらなどでガラスのかけらなどでガラスのかけらなどでガラスのかけらなどで工作工作工作工作をしましたをしましたをしましたをしました。。。。

最初最初最初最初はははは何何何何をををを作作作作っていいのかわからないっていいのかわからないっていいのかわからないっていいのかわからない様子様子様子様子のののの子子子子どもどもどもども

たちもたちもたちもたちも、、、、自然自然自然自然のののの素材素材素材素材をををを組組組組みみみみ合合合合わせているうちにわせているうちにわせているうちにわせているうちに、、、、自由自由自由自由なななな

発想発想発想発想がががが浮浮浮浮かんできてかんできてかんできてかんできて、、、、大人大人大人大人たちがたちがたちがたちが思思思思いつかないようないつかないようないつかないようないつかないような傑傑傑傑

作作作作もももも出来上出来上出来上出来上がりましたがりましたがりましたがりました。。。。自然自然自然自然につくられたにつくられたにつくられたにつくられた材料材料材料材料なのでなのでなのでなので、、、、どどどど

んなんなんなんな組組組組みみみみ合合合合わせでもわせでもわせでもわせでも素朴素朴素朴素朴でででで素敵素敵素敵素敵なななな作品作品作品作品になりましたになりましたになりましたになりました。。。。

ぜひおぜひおぜひおぜひお家家家家でもでもでもでも作作作作ってみてくださいってみてくださいってみてくださいってみてください。。。。

■■■■ ハロウィンの本ハロウィンの本ハロウィンの本ハロウィンの本

（（（（季節季節季節季節のののの絵本絵本絵本絵本コーナーコーナーコーナーコーナー））））
１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日はハロウィンですはハロウィンですはハロウィンですはハロウィンです。。。。

ハロウィンのハロウィンのハロウィンのハロウィンの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方はははは、、、、絵本絵本絵本絵本におにおにおにお任任任任せせせせ！！！！

『『『『もっとたのしいハロウィンがいっぱいもっとたのしいハロウィンがいっぱいもっとたのしいハロウィンがいっぱいもっとたのしいハロウィンがいっぱい！！！！』』』』

リチャード・ブラットリチャード・ブラットリチャード・ブラットリチャード・ブラット////作作作作

『『『『モリくんのハロウィンカーモリくんのハロウィンカーモリくんのハロウィンカーモリくんのハロウィンカー』』』』 かんべかんべかんべかんべ あやこあやこあやこあやこ////作作作作

『『『『ハッピーハロウィンハッピーハロウィンハッピーハロウィンハッピーハロウィン！！！！』』』』 新井新井新井新井 洋行洋行洋行洋行////作作作作・・・・絵絵絵絵

『『『『こうもりぼうやとハロウィンこうもりぼうやとハロウィンこうもりぼうやとハロウィンこうもりぼうやとハロウィン』』』』 ﾀﾞｲｱﾝ･ﾒｲﾔｰﾀﾞｲｱﾝ･ﾒｲﾔｰﾀﾞｲｱﾝ･ﾒｲﾔｰﾀﾞｲｱﾝ･ﾒｲﾔｰ////文文文文

『『『『パンプキンパンプキンパンプキンパンプキン』』』』 ケン・ロビンズケン・ロビンズケン・ロビンズケン・ロビンズ////写真写真写真写真・・・・文文文文

ほかほかほかほか


