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〇能美図書館〇

個人貸出 図書６冊、雑誌２冊
ＣＤ・ＤＶＤ（合わせて２点）

貸出期間 １５日間

時空を超えた人言の叡智の結晶 — 古典。

「古典の日」は源氏物語千年紀を記念して2008年11月1

日に京都で宣言されました。

日本の古典といえば、むかしばなし絵本があります。なか

でも、あかね書房創業60周年に記念刊行された、山下

明生の「日本の昔話えほん」シリーズ（1～10巻）はおすす

めです。誰もが知っているむかしばなしを、現代の子どもた

ちの感覚に合わせ、懐かしさとぬくもりあふれる絵で描いて

います。ぜひ読んでみててください。

【今月のミニ図書館】

１１月１７日（水）

しっかりもののお姉さん。

料理がとくい。

はっさくさんです！

よろしくね。

三高会館

１１時～１２時

本庁１階ロビー
１４時～１５時

【カンガルーくらぶ】 ６日（土） 午前１０時３０分～

１階絵本コーナーでのよみきかせ

【絵本の会】

① ２日（火） 午前１０時～１２時 大人も読みたい絵本

②１６日（火） 午前１０時～１2時 語りを学ぶ

【図書館フェスタ】 ７日（日） 午前９時３０分～午後７時

テーマ「充実した家時間を過ごす秋」

【アート】 １５日（月） 午前１０時～１２時

【ＮＬＳ】 ２０日（土） 午後４時〜６時

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、

予定が変更する場合があります。

ふれあい広場 今月の展示

図書館員のいちおし

【今年の冬は大人も工作】

工作を、子どもの遊びと考えるのはもったいない！最近で

は、大人の工作の本も充実しています。時間をかけて、丁

寧に・・・。今年の冬は、大人も工作に挑戦してみませんか。

レンジで作れるアクセサリーや、エコクラフト、折り紙のほ

かに、革小物やステンドグラスなどもあるよ♪また、手芸

コーナーには、編み物や裁縫、パッチワーク、刺しゅうなど

の本もあります。

『ステンドグラスベーシック』 齋藤万友美/監修

『遊べる！飾れる！超かわいい！

季節の折り紙アイデアブック』 いしばしなおこ/著

『キムラプレミアムのＵＶ＆ＬＥＤレジン使いこなしＢＯＯＫ』

キムラプレミアム/著

『世界一たのしい！切り紙ブック」 いしかわまりこ/著

『写真解説でわかるユニット折り紙』 色水風介/著

『クラフトバンドで作る

かごとバッグお花畑こもの』 山口京子/著

『０からはじめるやさしい手縫いの革小物』 松崎雅子/著

ほか

１０月のふれあい広場では、折り紙料理第２弾

でランチプレートを作りました。

お父さんの参加もあり、それぞれ親子で素敵な

お料理が出来上がりました。どの子も、作品の

出来に満足そうでしたよ。

『ドタバタかいご備忘録』

馬場 のぶえ/著

ザメディアジョン

４９歳でパーキンソン病を発症し、６１歳で認知

症になったお母さんの介護の日々を、広島テレビ

アナウンサー・馬場のぶえさんが、綴っている。

壮絶な自宅介護や、施設探し、当時の具体

的な悩みなども書かれ、介護に関わっている人も、

そうでない人も、すごく勇気づけられるとともに、勉

強になる本です。 担当：脇田

■図書展示 9：30～19：00

「今年の冬は、おとなも工作」

指先と頭を使って、集中力や充実感もＵＰ！

■リサイクルブックマーケット 9：30～19：00

保存期限の切れた雑誌や、登録できなかった

本などを、無料で提供します。なお、本を入れる袋

をご持参ください。

■子供のための工作教室 10：30～11：30

「プラバンでかわいいキーホルダーを作ろう！」

定員６名（小学生以下）

■大人のための工作教室 14：00～15：00

「エコクラフトテープで

花結びのチャームを作ろう！」

定員６名（中学生以上）

※工作教室は予約が必要です。

１１月１日「古典の日」

図書館フェスタ 11/7

１０月２７日～１１月９日は、読書週間です。

終戦の２年後の１９４７（昭和２２）年、まだ戦争の傷あとが日本中のあ

ちこちに残っているとき、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」

と、出版社・取次会社・書店と図書館が力をあわせ、そして新聞や放

送のマスコミも一緒になり、第１回「読書週間」が開かれました。

それから７０年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がり、日本は

世界のなかでも特に「本を読む国民」の国となりました。

今年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知っ

てもらうきっかけとなることを願っています。

【今月の作家 上野千鶴子】

１９４８年生まれ。社会学者。東京大学名誉教授。認定

ＮＰＯ法人ＷＡＮ理事長。京都大学大学院社会学博士課

程修了。日本における女性学・ジェンダー研究・介護研究

のパイオニアとして活躍。

著書に『おひとりさまの老後』『男おひとりさま道』『おひとり

さまの最期』など。

『在宅ひとり死のススメ』 文藝春秋

『上野先生、フェミニズムについて

ゼロから教えてください！』 大和書房

『老い方上手』 ＷＡＶＥ出版

『今、親に聞いておくべきこと』 法研

ほか

30日（火）は、月末整理休館です。



ルポコロナ禍で追いつめられる女性たち 飯島　裕子/著 光文社

一般書 駆ける　少年騎馬遊撃隊 稲田　幸久/著 角川春樹事務所 図解でわかる14歳からのLGBTQ＋ 社会応援ネットワーク/著 太田出版

ディープフェイク 福田　和代/著 PHP研究所 娘の遺体は凍っていた 文春オンライン特集班/著 文藝春秋

星を掬う 町田　そのこ/著 中央公論新社 PTAモヤモヤの正体 堀内　京子/著 筑摩書房

北斗星に乗って 広小路　尚祈/著 桜山社 いちばん親切な更年期の教科書　 高尾　美穂著 世界文化ブックス

あかずの扉の鍵貸します 谷　瑞恵/著 集英社 ココが知りたかった！目の病気のメカニズム 飯島　裕幸/著 技術評論社

北緯43度のコールドケース 伏尾　美紀/著 講談社 コロナの世界を照らす50のやさしい物語 片野　優/著 宝島社

N 道尾　秀介/著 集英社 実用 暮らしのアイデアスイッチ soeasy/著 KADOKAWA

ミカエルの鼓動 柚月　裕子/著 文藝春秋 365日の大人服 伊藤　みちよ/著 日本ヴォーグ社

翼の翼 朝比奈　あすか/著 光文社 60代から作って着たい秋冬服 ブティック社

おまえなんかに会いたくない 乾　ルカ/著 中央公論新社 笠原将弘のまかないみたいな自宅飯 笠原　将弘/著 主婦の友社

ブルースRed 桜木　紫乃/著 文藝春秋 藤井ちゃんこ 藤井　恵/著 学研プラス

心経 閻　連科/著 河出書房新社 野菜1つで、こんなにおいしい！ 大庭　英子/著 NHK出版

トリカゴ 辻堂　ゆめ/著 東京創元社 Disneyおうちでごはん 講談社/編 講談社

居酒屋「一服亭」の四季 東川　篤哉/著 講談社 育児 おかあさんライフ。毎日一緒におさんぽ編 たかぎ　なおこ/著 KADOKAWA

月と日の后 冲方　丁/著 PHP研究所 園芸 おうち野菜づくり　 宮崎　大輔/著 KADOKAWA

たそがれ大食堂 坂井　希久子/著 双葉社 水産業 地魚は今…ルポ漁 山城　滋/著 弦書房

アルテミスの涙 下村　敦史/著 小学館 マンガ 進め！僕の姉ちゃん 益田　ミリ/著 マガジンハウス

山のふもとのブレイクタイム 高森　美由紀/著 中央公論新社 大人絵本 ブルーノ Fukase/作 福音館書店

母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田　ひ香/著 中央公論新社 朗読 1日1分名作・名曲で健康音読　脳を活性！ 塩田　久嗣/監修 池田書店

子のない夫婦とネコ 群　ようこ/著 幻冬舎 詩歌 虚空へ 谷川　俊太郎/著 新潮社

ばにらさま 山本　文緒/著 文藝春秋 エッセイ 90歳、こんなに長生きするなんて。 曽野　綾子/著 ポプラ社

月曜日の抹茶カフェ 青山　美智子/著 宝島社

武士の流儀　６ 稲葉　稔/著 文藝春秋 児童書 クリスマス・ピッグ J．K．ローリング/著 静山社

雨やどり　（駕籠屋春秋　新三と太十　３） 岡本　さとる/著 講談社 チョコレートタッチ 文研出版

千石の夢　（公家武者信平ことはじめ　５） 佐々木　裕一/著 講談社 神在月のこども　 四戸　俊成/原作 講談社

 雲雀の太刀　公家武者信平　11) 佐々木　裕一著 講談社 天の台所 落合　由佳/著 講談社

陰の人　（吉原裏同心　３６）　 佐伯　泰英/著 光文社 世界を変えたキャンプ（マジック・ツリーハウス　49） KADOKAWA

幻の男　（栄次郎江戸暦　26） 小杉　健治/著 二見書房 さらに！できるかな？人体おもしろチャレンジMAX　 坂井　建雄/監修 えほんの杜

流葉断の太刀　（裏用心棒譚　２） 上田　秀人/著 徳間書店 山火事のサバイバル　２　 ポドアルチング/文 朝日新聞出版

桃湯の産声（湯屋のお助け人　２） 千野　隆司著 双葉社 小早川秀秋 (コミック版日本の歴史　79) 加来　耕三/監修 ポプラ社

御蔵入改事件帳　４　しくじり蕎麦 早見　俊/著 中央公論新社 しずくちゃん 37　しずくの森チャンネルはじまるよ！ ぎぼ　りつこ/作・絵 岩崎書店

拙者、妹がおりまして　３ 馳月　基矢/著 双葉社 サンタクロースの冬やすみ マウリ・クンナス/作 偕成社

斬雪　（風の市兵衛　２－３０） 辻堂　魁/著 祥伝社 だれがいちばん？がんばれ、ヘルマン！ イヴォンヌ・ヤハテンベルフ/作 講談社

時給三〇〇円の死神 藤まる/著 双葉社 北守将軍と三人兄弟の医者 宮沢　賢治/作 三起商行

白浪五人女　（日暮左近事件帖　１１） 藤井　邦夫/著 光文社 じゅんばんなんてきにしない テリー・ミルン/作 BL出版

天眼通　（新・知らぬが半兵衛手控帖　14） 藤井　邦夫/著 双葉社 かげどろぼうがくる 前田　花/作

金魚の縁　（新・大江戸定年組　２） 風野　真知雄/著 KADOKAWA ぼくの猫ちゃん よしなが　ゆきこ/さく

わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　14 望月　麻衣/著 KADOKAWA おさるのジョージとうひょうをする M．レイ/原作 岩波書店

読書 ブックセラーズ・ダイアリー ショーン・バイセル/著 白水社 せんろはつづくにほんいっしゅう 鈴木　まもる/文・絵 金の星社

心理学 心理学BEST100　 内藤　誼人/著 総合法令出版 ひよこはにげます 五味　太郎/作 福音館書店

金持ち列車、貧乏列車　 末岡　よしのり/著 幻冬舎 ぼくの！わたしの！いや、おれの！ アヌスカ・アレプス/さく BL出版

三流のすすめ 安田　登/著 ミシマ社 もりにきたのは サンドラ・ディークマン/作 山烋

機嫌よくいれば、だいたいのことはうまくいく。 鈴木　秀子/著・イラスト かんき出版 オノモロンボンガ 光村教育図書

歴史 図説鎌倉北条氏 野口　実/編著 戎光祥出版 キリンのなやみごと ジョリ・ジョン/さく 化学同人

旅行 愛媛　（まっぷるマガジン） 昭文社 ペンギンのこまりごと ジョリ・ジョン/さく 化学同人

社会 警視庁公安部外事課 勝丸　円覚/著 光文社 パイロット　マイルズ ジョン・バーニンガム/絵 BL出版

小説

よみもの

小説
（文庫）

人生訓

社会

医学

手芸

料理

絵本

パトリック・スキーン・キャトリング/作

メアリー・ポープ・オズボーン/著

アルベナ・イヴァノヴィッチ=レア/再話

タリーズコーヒージャパン

タリーズコーヒージャパン

１０月にあたらしく入った本


