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11月の行事予定

Information

令和2年11月1日発行

『ながいきしてね七五三』〈紙芝居〉

やすい すいこ/脚本

11月15日は七五三詣の日。縁

起のよい吉日に子どもの無病長

寿を祈る日です。

季節の行事を紙芝居でいかが

ですか？演じる方も観る方も楽

しいですよ！

休館日

休館日

福田 岩緒/絵

ミニ図書館

今日は七五三の日です。おひさまえんの子どもたち

は千歳飴をもってお散歩へ。町の人たちに「おおきくなっ

たよ、ありがとう」と千歳飴をプレゼント。子どもたちの長

生きへの願いをこめたお話。

休館日

ミニ図書館

みんなの広場

13：30～

11月24日（火）13：30～

11月の みんなの広場

休館日
（文化の日）

おはなしタウン

読み聞かせ

10：30～

読み聞かせ

おはなし会

10：00～

休館日
（月末整理日）

パステルを

愉しもう

10：00～

一般講座

読み聞かせ

おはなし会

10：00～

休館日

秋の読書週間に合わせて古本リサイクル市を開

催します。保存期間が過ぎた雑誌や江田島図書館

の除籍した本などを無償でお譲りいたします。

本がなくなりましたら、開催期間中であっても

終了しますのでご了承ください。

開催期間 ： 令和 ２ 年 10 月30日 （金）

▼

11月 7日（土）

開催日：令和 ２年12月6日 （日）

古本リサイクル市

雑誌の付録をプレゼント！

※付録がなくなり次第、終了します。

当日、江田島図書館で本を6冊借り
ていただいた方に、くじをひいてもら
います。 オカリナの

クリスマスコンサート

※ 詳しくは、ポスター、チラシをご覧ください。

休館日
（勤労感謝の日）

江田島図書館
江田島市江田島町鷲部２-13-１

tel  0823-42-1417 fax  0823-42-5056

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

休 館日 毎週木曜日・祝日

開 館時間 9：30～19：00

月末整理日・特別整理期間

抽選

オリーブの枝を使っておしゃれなリースを作りましょう。

みんなの広場

＊演奏：アンダンテ

11月24日（火）13：30～ 約1時間程度

詳しくはチラシ
をご覧ください。

＊オリーブの枝でミニリースを作りましょう。

～おねがいします～

本が破れてしまったときは、専用の

テープで修理しますので、ご自宅にあ

るテープで止めずに、破れた破片と一

緒にそのままご返却ください。

CDやDVDはとても傷つきやすく、少

しの傷でも音飛びや映像の乱れの原

因になります。

取り扱いは保護者の方が十分注意し

て行い、破損の原因となるため、返却

ボックスへの返却は、しないでください。

本・ＣＤ／ＤＶＤ

傷や破れ方がひどく修理が不可能な

場合は弁償をお願いすることがあります。

ご了承ください。

事前に申込みが必要です。花切バサミをご持参ください。(お持ちの方）

小さいお子さんは保護者の方と一緒にご参加ください。詳しくはチラシを

ご覧ください。

楽しい工作

11月は日時を変更して行います。

11月の ミニ図書館

４日（水）・１８日（水） 市民サービスセンター
にも行きます。ぜひご利用ください。

＊津久茂出張所 １０：００～１１：００

＊切串公民館 １１：１５～１２：００

＊市民サービスセンター １４：１５～１５：００
（ゆめタウン内）

場所 ： １階 ロビー

図書館で予約した図書・雑誌の受け渡しと返却

を市民センターなどで行っていますが、大柿図書

室休室後の令和 2年10月 1日からは市役所本庁

市民生活課でも行っています。

【ご利用方法】

◎電話で ご希望の図書、ご希望の受取場所を

ご予約ください。

◎図書館のホームページから資料検索して予

約できます。受取場所を選択してください。

【受け渡し窓口】

・江田島市民センター ・能美市民センター

・沖美市民センター ・市民サービスセンター

・三高支所 （ゆめタウン内）

・市役所本庁市民生活課

童心社/刊



一般書 AIの壁 人間の知性を問いなおす（PHP新書 1234） 養老 孟司 /著

理系読書 読書効率を最大化する超合理化サイクル 犬塚 壮志 /著

許す練習 いつまでも消えない怒りがなくなる 杉山 崇 /著

「繊細さん」の知恵袋 仕事、人間関係の悩みがスーッと軽くなる! 武田 友紀 /著

90歳まで働く 超⾧生き時代の理想の働き方とは? 田原 総一朗 /著

コロナの時代の暮らしのヒント 井庭 崇 /著

てくてく地獄さんぽガイド 田村 正彦 /編著

人生に悩んだから「聖書」に相談してみた MARO /著 わたしが消える 佐野 広実 /著

ネルソン・マンデラ 信念は社会を変えた!シリーズの指針として セロ・ハタン /著 家族のあしあと 続 椎名 誠 /著

Auオードリー・タン 天才IT相7つの顔 アイリス・チュウ /共著 自転しながら公転する 山本 文緒 /著

三島由紀夫事件50年目の証言 警察と自衛隊は何を知っていたか 西 法太郎 /著  

おひとり様の相続〈4つの対策〉 松田 真紀子 /著 死について考える本 メリー＝エレン・ウィルコックス /作

学校に行かずに家庭で学ぶホームスクールのはじめ方 佐々木 貴広 /著 366日じてん きょうはなんの記念日? 平野 恵理子 /著

まんがで簡単にわかる!薬に殺される日本人  内海 聡 /原作 ひらめき力がぐんぐん育つ!なぞなぞチャレンジ 嵩瀬 ひろし / 作

若さは心臓から築く 新型コロナ時代の100年人生の迎え方 天野 篤 /著 えほん ねこのニャンルー どい かや /作

食べても太らず、免疫力がつく食事法 石黒 成治 /著 だれかなぁ?（たんぽぽえほんシリーズ） みやにし たつや /作・絵

第一印象で素敵な人になるおしゃれの法則 大人の今が変わりどき 石田 純子 /監修 ぼくはいしころ 坂本 千明 /作

せっちゃんの保存食 信州・りんご農家の知恵と工夫 飛田 和緒 /著 ほくほくおいもまつり（はじめての行事えほん 収穫祭） すとう あさえ /ぶん

クックパッドの絶品きのこレシピ 宝島社 /刊 イタイイタイトンデケ accototo /作

イチゴ（NHK趣味の園芸） 藤田 智 /著 雨の日の地下トンネル 鎌田 歩 /作

広島電鉄の文化と魅力 国内随一の路面電車王国の物語 大賀 寿郎 /著 サンドイッチにはさまれたいやつよっといで 岡田 よしたか /著

絵本のようにめくる世界遺産の物語 村山 秀太郎 /監修 にんじゃいぬタロー（講談社の創作絵本） 渡辺 陽子 /作

カミキィの〈か和いい〉季節のおりがみ 和テイストで楽しむ カミキィ /著 がろあむし 舘野 鴻 /作・絵

アルバムのチカラ 増補版 藤本 智士 /文 ごめんなさい!だいじょうぶ! ルイス・スロボドキン /さく

人生は七転び八起き 内海 桂子 /著 うまれるまえのおはなし おでかけBOOK（創作絵本シリーズ） ひだの かな代 /えとぶん

エッセイ 20代で得た知見 F /著 おふろ、はいる?（らいおんbooks） 飯野 和好 /作

家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田 奈美 /著 はんぶんこ 多田 ヒロシ /作

小 説 あなたのご希望の条件は 瀧羽 麻子 /著 どすこーい 山岡 ひかる /作

婚活食堂（PHP文芸文庫 や6-3） 2・3 山口 恵以子 /著 コんガらガっちなにになってすすむ?の本 ユーフラテス /さく

ワトソン力 大山 誠一郎 /著 ゆめぎんこう（MOEのえほん） コンドウ アキ /著

私は女になりたい 窪 美澄 /著 インクレディブルホテル ケイト・デイヴィス /文

同姓同名 下村 敦史 /著 紙芝居 ながいきしてね七五三（ともだちだいすき） やすい すえこ /脚本

● 一般書

身近な植物でリース作りを楽し
みませんか？それぞれの植物の特
徴を生かして、ミニサイズから大
きいものまで様々なリースをご紹
介します。

『 季節を楽しむボタニカルリース』

趣 味

唐津 攝子 / 著 石黒 亜矢子 / 作

学校の帰り道で見つけた不思議な
生き物。それはなんと!ツチノコ！？
何を食べるのか、どうお世話すれば
いいのか・・・。家族とつっちゃん
の楽しい生活を描きます。

『 つちんこつっちゃん 』

えほん

好学社 / 刊

10 月 新着資料情報 ※一部抜粋

ナツメ社 / 刊

● 児童書


