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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

【今月のミニ図書館】

１１月２日（水）

１６日（水）

三高会館

１１時～１２時

【カンガルーくらぶ】 絵本コーナーでのおはなし会

５日（土） 午前10時30分～

【絵本の会】

①１日（火） 午前10時～12時 うさぎの絵本

②15日（火） 午前10時～12時 語りを学ぶ

【ふれあい広場】

12日（土） 午後１時30分～３時

「つまみ細工で花飾りを作ろう」

対象：中学生以上６名（要予約）

【アート】

14日（月） 午前10時～12時

【ＮＬＳ】

19日（土） 午後４時〜６時

※ 感染症等予防のため、マスクの着用や手指の

消毒にご協力ください。

今月の展示

図書館員のいちおし

『ヨルとよる』

あさの ますみ/作

よしむら めぐ/絵

教育画劇

外に出たことがない、くろねこの男の子

ヨルと、家でくらしたことがない町のネズ

ミ。ヨルはネズミにさそわれて、にぎやか

な夜の町へ。

子ねことネズミのとくべつな夜のおはな

しです。 担当：関本

大柿図書室が開室します！

図書館フェスタ 10/２

１０月２７日～１１月９日は、

読書週間です。

今年のテーマは

「この一冊に、ありがとう」

図書館にはたくさんの本がありますが、

本との出会いは人それぞれです。誰しも自

分にとっての大切な一冊があると思います。

ありがとうと言いたくなる本に、一冊で

も多く出会えますように。

29日（火）は、月末整理休館です。

はっさくさんです！

しっかりもののお姉さん。

料理がとくい。

よろしくね。

今月の行事予定

今年も図書館フェスタが開催されました！

リサイクルブックマーケットでは、保存期限の切れた雑誌や、登録できなかった寄贈図書など、

たくさんの本を引き取っていただきました。今年は、午前11時前にはすべての図書がなくなって

しまい、その後に来られた来館者のみなさまには残念なお知らせとなってしまいました。

今年の図書館フェスタのテーマは「日本のむかし」。展示コーナーでは、日本全国47都道府県

のむかし話を集めました。また、このコーナーでは、それぞれの絵本を読んで問題に答えるとい

うパンフレットやパスポートも用意！12月まで続けますので、ぜひチャレンジしてね。

子ども向けの工作教室では、ペットボトルでけん玉を作り、大人向けの工作教室では、お手玉

を作りました。高価なおもちゃでなくても、昔ながらの手作りおもちゃを見なおしてみてはいか

がでしょうか。

そのほかにも難読漢字クイズなど、一日を通してたくさんの方に楽しんでいただきました。多

くの皆さまのご参加、ありがとうございました。

【絵本でめぐる世界197か国 Part① ヨーロッパ】

４カ月にわたって、世界197か国の絵本を紹介していき

ます。まずPart①はヨーロッパ45の国々。

西は大西洋、南は地中海をはさんでアフリカと向き合い、

東はウラル山脈を境にアジアへ続いています。ロシアやウ

クライナなど、難しい問題を抱えている国もありますが、

古代ギリシャ・ローマの時代から文化的・経済的に発達し、

世界の先進地域となりました。ぜひ読んでみて！

なお、Part②ではアフリカ54か国、Part③アジア47

か国、Part④北・南アメリカ、オセアニア51か国を順に

紹介していきます。おたのしみに！
（国数は『世界がわかる国旗じてん』成美堂出版による）

【今月の作家 瀬戸内寂聴】

1922年、徳島県生まれ。東京

女子大学卒業。63年「夏の終り」

で女流文学賞受賞。73年、中尊寺

にて得度。92年『花に問え』で谷

崎潤一郎賞、96年『白道』で芸術

選奨文部大臣賞、2001年『場

所』で野間文芸賞、11年『風景』

で泉鏡花文学賞を受賞。06年に文

化勲章受賞。

2021年11月９日、永眠。

大柿図書室が、11月1日（火）にリニューア

ルオープンします。新しくなった大柿図書室をぜ

ひ、ご利用ください。

なお、当日は落成式終了後、正午から午後７時

までが開室時間となります。

また、本庁で実施していたロビーでのミニ図書

館と市民生活課窓口での予約図書の貸出・返却

サービスは、開室に伴い終了します。ご了承くだ

さい。



一般書

君のクイズ 小川　哲/著 朝日新聞出版 エッセイ 日本人の真価 藤原　正彦/著 文藝春秋

麻阿と豪 諸田　玲子/著 PHP研究所

いけない ２ 道尾　秀介/著 文藝春秋 ハルジオンの花 鷹栖　律子/著 文芸社

リバー 奥田　英朗/著 集英社

仕掛島 東川　篤哉/著 東京創元社 児童書

奇跡を蒔くひと 五十嵐　貴久/著 光文社 トンネルのサバイバル パク　ソンイ/文 朝日新聞出版

月光の剣　（春風同心十手日記　４） 佐々木　裕一/著 小学館 本田　有明/著 PHP研究所

欺瞞　（勘定侍柳生真剣勝負　６） 上田　秀人/著 小学館 ジブリの食卓となりのトトロ スタジオジブリ/監修 主婦の友社

銀の玉簪　（八丁堀強妻物語　２） 岡本　さとる/著 小学館 木のうえのおはなし３にんぐみ ジェイムズ・マーシャル/さく 大日本図書

家族　（時代小説アンソロジー） 中島　要ほか/著 朝日新聞出版 おばけとしょかん　２　花子さんをさがせ 斉藤　洋/作 講談社

はらぺこ　〈美味〉時代小説傑作選 朝井　まかてほか/著 PHP研究所 わたしは女の子だから ローズマリー・マカーニー/文 西村書店

本所おけら長屋　１９ 畠山　健二/著 PHP研究所 きみもできるか！？天才科学者からの挑戦状 マイク・バーフィールド/作・絵 ポプラ社

アナウンサー辞めます 横山　雄二/著 角川春樹事務所 小学生なら声に出したい音読３６６ 齋藤　孝/著 小学館

姉妹の絆　（公家武者信平　１３） 佐々木　裕一/著 講談社 考えると楽しい地図 今和泉　隆行/著 くもん出版

山桜花　（大岡裁き再吟味　２） 辻堂　魁/著 講談社 だいどころのたね ひさかたチャイルド

わが家は祇園の拝み屋さんEX　愛しき回顧録 望月　麻衣/著 KADOKAWA ひとがみたらカエルになあれ いもと　ようこ/文・絵 金の星社

読書 絶版本 柏書房編集部/編 柏書房 ななちゃんのてあらい つがね　ちかこ/著 赤ちゃんとママ社

書店 ポップ担当日記 ポプ担/著 ゆめぎんこう　おじいちゃんのおともだち コンドウ　アキ/著 白泉社

人生訓 １００歳の幸せなひとり暮らし 鮫島　純子/著 光文社 風のぼうけん 曹　文軒/文 樹立社

伝記 エリザベス女王 きょうはふっくらにくまんのひ メリッサ・イワイ/作 偕成社

メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 目黒　冬弥/著 三五館シンシャ すかしてビックリ！手のしくみ イダン・ベン＝バラク/作 あすなろ書房

家族不適応殺 インベ　カヲリ☆/著 KADOKAWA しかくいののじかん パメラ・ポール/ぶん

レクリエ　２０２２－１１・１２月　 どこ？　ほんのなかのさがしもの 山形　明美/作 講談社

地域で取り組む外国人の子育て支援 南野　奈津子/編集代表 ぎょうせい プラスチックマン きよた　けいこ/著

漂流児童　 石井　光太/著 潮出版社 橋の上で 湯本　香樹実/文 河出書房新社

教育 いい教師の条件 諸富　祥彦/著 SBクリエイティブ １まいのがようし 長坂　真護/作 あかね書房

医学 図解腎臓が寿命を決める 黒尾　誠/著 幻冬舎 宮内　哲也/絵 河出書房新社

生活 暮らしの民藝　２　うつわと食卓 萩原　健太郎/著 エクスナレッジ アニーとパパのハロウィン たちもと　みちこ/さく 文溪堂

ワンダフルニット 日本ヴォーグ社

かぎ針で編む植物モチーフのアクセサリー 曽根　静夏/著 アップルミンツ

美容 老け見えしない人のきちんと技 宝島社

みその本 飛田　和緒/著 KADOKAWA

はじめてキムチの本 本田　朋美/著 イースト・プレス

四季を彩る美しいヒンメリ 大岡　真奈/著 河出書房新社

なかたに　もとこ/著 ブティック社

透かしてうっとり光の折り紙 中村　香代/著 講談社

しずくちゃん　３９　きょうふのクルーズ船 ぎぼ　りつこ/作・絵 岩崎書店

税金で買った本　４ ずいの/原作 講談社

名探偵コナン　ＶＯＬＵＭＥ１０２ 青山　豪商/著 小学館

ズラータ・イヴァシコワ/文・絵 世界文化ブックスウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記

よみもの

絵本 イマジネイション・プラス

みらいパブリッシング

願いがかなうふしぎな日記　２　光平の新たな挑戦

トムとジェリーをさがせ！大かつやく！はたらく乗りもの図鑑

小説

小説
（文庫）

社会

福祉

手記

手芸

料理

工作

まんが

デーリー東北新聞社

世界文化ライフケア

日経ナショナルジオグラフィック

なかたにもとこの花と色を楽しむペーパークイリング

１０月にあたらしく入った本

１１月１日「古典の日」

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。

児童書では、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

ズ全10巻がおすすめです。

一般書では、小学館の「日本の古典を読む」シ

リーズはいかがでしょうか。『古事記』『日本書

紀』から『雨月物語』『おくのほそ道』まで全20

巻あります。

この機会に読んでみませんか。


