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11月の行事予定

Information

令和3年11月1日発行

『認知症の始まりは歩幅でわかる』

谷口 優/著

ちょこちょこ歩きは危険信号！

歩幅が65ｃｍより狭い人は，認知

症の危険大！！「ペンギン歩き」に

なっていませんか？

歩幅を広げてリスクを下げましょ

う！

休館日

休館日ミニ図書館

認知症の早期発見のカギは「歩幅」！歩幅

の広さと認知症の深い関係について解説し，

歩き方の見直し方,大股歩きを身につける

「ちょこっと筋トレ+体操」，認知症を予防する

食生活などを紹介します。

休館日

みんなの広場

10：30～

11月20日（土）10：30～

11月の みんなの広場

おはなしタウン

読み聞かせ

10：30～

読み聞かせ

おはなし会

10：30～

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

10：30～

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 ３ 年 10 月29日 （金）

▼

11月 9日（火）

開催日：令和3年12月5日 （日）

古本リサイクル市

楽しい工作

＊マスクの着用，手指の消毒にご協力ください。
＊駐車場は鷲部グラウンドの臨時駐車場をご利用

ください。
ご理解とご協力をお願いいたします。

二胡とギターの協演コンサート

※ 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

isola musica

どんなお話かはお楽しみに。

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

汚れ，破れ，傷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。

瀬戸内紙芝居

新聞紙とカラーガムテープでクリスマスの

オーナメントを作ります。

11月の ミニ図書館

１7日（水） 3日(水）は祝日のためお休みです。

＊津久茂出張所 １０：００～１１：００

＊切串公民館 １１：１５～１２：００

場所 ： １階 ロビー

図書館で借りた本の記録を残しませんか？

本の貸出時にその日借りられた本のリスト

シールを出せます。シールを読書貯金通帳に貼

れば，いつどんな本を借りたかがわかるように

なりますので，必要な方はお申し出ください。

また図書館ホームページの利用照会からログ

インし，Mｙ本棚を選択して貸出履歴保存利用

規約に同意すると，借りた本が自動的に記録さ

れるようになりますので，ぜひご利用ください。

主婦の友社/刊

30周年

記念講演会
北欧風ネーベルスロイドを作ろう

子ども用 大人用

出演：河野 輝之 さん

出演：

二胡とギターの美しい響きをお楽し
みください！

クリスマスのオーナメントや，お部屋の飾りに
ピッタリです！

読書貯金通帳をご活用ください。

12月のみんなの広場は，高齢介護課から講師を招き認知症サポーター養成講座を開

催します。事前の予約が必要です。詳しくは，チラシまたはポスターをご覧ください。

『 もっと知ろう、もっと支えあおう 認知症 ～あなたも認知症サポーター～ 』

令和 ３年 12 月 10 日 （金） 13：30～ 15：00
定員：6名 事前に予約が必要です。

対象：小学生以下（小さいお子さんは保護者同伴）

先着１０名。
混雑を避けるため，時間をずらして，少人数で
行います。

休館日
（文化の日）



049 絶滅危惧動作図鑑 藪本 晶子 /著

159 13歳のきみに伝えたい本当に必要な7つの才能 山本 佳典 /著

180 お寺の掲示板 諸法無我 江田 智昭 /著

281 日本史100人の最期 卑弥呼から徳川慶喜まで 宝島社 /刊

291 日本の路地 パイインターナショナル /編著

291 いまいちばん心ときめく日本の絶景 MdN編集部 /編

292 シェルパの友だちに会いに行く エベレスト街道日誌2021 石川 直樹 /著

324 認知症に備える 中澤 まゆみ /著 小 説 ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎 /著

336 どこでもオフィスの時代 人生の質が劇的に上がるワーケーション超入門 みつめる旅 /著 輝山 澤田 瞳子 /著

338 超・臆病者のための株の教科書 草食系投資家LoK /著 倒産続きの彼女 新川 帆立 /著

376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2 ブレイディみかこ /著 ルパンの絆 横関 大 /著

491 人生100年時代の脳科学 中村 克樹 /著 ふしぎ 〈霊験〉時代小説傑作選 西條 奈加 /著

493 逆流性食道炎自力でよくなる! 文響社 /刊

493 認知症の人の心を知り、「語り出し」を支える 大塚 智丈 /著 289 宮本常一と民俗学 森本 孝 / 著

498 何もしない習慣 笠井 奈津子 /著 486 NHK「香川照之の昆虫すごいぜ!」図鑑 3 カマキリ先生 /著

524 暴風雨の雨水侵入から建物を守る本 大塚 義久 /著 726 ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケジー /著

593 10年先まで着られる服 すべて作れる着まわせる 香田 あおい /著 えほん まいごのどんぐり 松成 真理子 /作

593 スカーフ、ストール、マフラーの巻き方 鈴木 香穂里 /監修 キャベツちゃんのワンピース 東 直子 /作

593 リフォームの魔法 捨てられない服がよみがえる! 檀 正也 /著 よあけ あべ 弘士 /作

594 ハイトモニカ ボタニカル刺繍のアクセサリーと小物 ハイトモニカ /著 バーナバスのだいだっそう ファン・ブラザーズ /作

596 材料5つでお店みたいなお菓子 吉川 文子 /著 そらからおちてきてん ジョン・クラッセン /作

685 タクシードライバーぐるぐる日記 内田 正治 /著 あそぼうクマクマ なにしているかな? レイチェル・ピアシー /文

720 教養として知っておきたい名画BEST100 山内 舞子 /監修 よくみると… shimizu /作・絵

724 寅を描く 水墨画年賀状 水墨画塾編集部 /編 読 物 ⿁ばばの島 今井 恭子 /文

778 自分らしい生き方を貫く樹木希林の言葉 80 桑原 晃弥 /著

793 百葉帖 雨宮 ゆか /著 CD 二胡 名曲ベスト 朱 昌耀 /演奏

786 焚火読本 自然界で熱源を得るためのテクニック集 笠倉出版社 /刊 佐野元春 ベストコレクション 佐野 元春 /演奏

902 ノーベル文学賞のすべて 都甲 幸治 /編著 Where's My History Alexandros /演奏

エッセイ歴史というもの 井上 靖 /著 DVD アルプススタンドのはしの方 城定 秀夫  /監督・編集

おしゃべりな人見知り 山本 ゆり /著 荒野に希望の灯をともす 谷津 賢二 /撮影・監督

小 説 かぞえきれない星の、その次の星 重松 清 /著 ザ・ネゴシエーション イ ジョンソク /監督

民王 シベリアの陰謀 池井戸 潤 /著 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 日本コロムビア /発売

● 一般書

芸術の秋にぴったり！ウッドワン美術館で個展を開

催した，前衛弁当作家のアート弁当160作品を解説

とともに掲載。あの有名な絵画もよく見ると美味しそ

うな素材で作られています。

『 弁当美術館 つくるみせるたべる 』

料 理

nancy / 著 高崎 卓馬 / 作

絵を描く授業で画用紙をまっくろにぬりつぶした男
の子は，その後も画用紙を何枚も何枚もまっくろにし
ていく。
そして，男の子がたくさんのまっくろな画用紙をな

らべると…いったい何ができるのでしょうか。

『 まっくろ 』

えほん

講談社 / 刊

10 月 新着資料情報 ※一部抜粋

ザメディアジョン / 刊

● 児童書

● 一般書

● CD/DVD


