
＊閉館時間や休館日に図書の返却をされる場合は、玄関前の夜間返却口（川内分館は返却ボックス）をご利用ください。 

 

 

 

今今回回はは、、月月やや木木星星、、土土星星のの観観察察ののほほかか、、「「カカシシオオペペヤヤ座座」」ななどど秋秋のの星星座座をを楽楽ししみみまますす。。  

☆日時 /１１月５日（土）19時 30分～21時 （受付 19時～） 

☆人数 /１５人（小学生以下は保護者同伴）  ＊お申込みは「家族単位」でお願いします。 

☆☆募募集集期期間間  //１１００月月５５日日（（水水））～～１１００月月２２１１日日（（金金））  

（申込多数の場合は抽選とします。結果はハガキでお知らせします。） 

☆申込み先 / 東温市立図書館（本館） TEL / 964-3414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般巡回地区 日にち 

幸楽・南方・則之内・河之内・町西 １０日・２４日（第２・４月曜日） 

希望の館・樋口・横河原 １１日・２５日（第２・４火曜日） 

志津川・八反地・西岡・田窪・牛渕 １２日・２６日（第２・４水曜日） 

上樋・播磨台・野田・新村・北野田 １３日・２７日（第２・４木曜日） 

上村・下林・上林・ガリラヤ荘 １４日・２８日（第２・４金曜日） 

北方・松瀬川・南方  １日・１５日（第１・３土曜日） 

北方東・横河原・田窪団地・上林・下林 

南野田・堀池 
 ２日・１６日（第１・３日曜日） 

則之内甲・河之内・滑川・土谷・松瀬川  ８日・２２日（第２・４土曜日） 

ｳｪﾙｹｱ重信・南方・吉久・井内・則之内乙  ９日・２３日（第２・４日曜日） 

小学校・幼稚園巡回地区 日にち 

川上小学校・川上幼稚園  ３日・１７日（第１・３月曜日） 

西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校  ４日・１８日（第１・３火曜日） 

拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園  ５日・１９日（第１・３水曜日） 

南吉井小学校・重信幼稚園  ６日・２０日（第１・３木曜日） 

北吉井小学校・北吉井幼稚園  ７日・２１日（第１・３金曜日） 

★新型コロナウイルス感染防止対策のため、イベントの開催を中止する場合があります。図書館ホームページや電話等でご確認ください。 
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日 月 火 水 木 金 土 

      １ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

３０ ３１      

 

本 館  見奈良５０９-３（市役所北側）        
ＴＥＬ  ９６４-３４１４ 
開館時間 ９：００～１９：００ 

川内分館 南方２６４（川内公民館内）        
ＴＥＬ  ９６６-４７２１ 
開館時間 ９：００～１７：１５ 

図書館だより 10 月号 
イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ 

図書館カレンダー（１０月） 

  …ちびちびちゃんのおはなし会（０～３歳児対象）   １１時～ 

…ちびたちびこのおはなし会 （０～３歳児対象）   １１時～ 

…かぼちゃんのおはなし会（どなたでも参加できます） １１時～ 

…本館休館日 

○ …川内分館休館日 

１０月のおはなし会は、すべて中止とします。 

図書館での役目を終えた、本や雑誌のリサイクル市を開催いたし

ます。 

なくなり次第終了になりますので、気になる資料はお早めにどう

ぞ。 
図書館 本館：１１月 ４日（金）～１１月 ６日（日） 

川 内 分 館：１１月１１日（金）～１１月１３日（日） 

場所：図書館入口前にて / 時間：９時～１７時 

持ち帰った図書は、必ず各ご自宅にて廃棄してください。 

リサイクル図書の引取りは、図書館ではしておりませんので、ご了承ください。 

講
座
の
お
知
ら
せ 

今月のオススメ本（特集展示） 

「トリック オア トリート」 

なんの呪文か･･みなさんは知って

ますよね。10 月のイベントでもあ

る「ハロウィン」に関する本を集

めてみました。 

ハロウィン特集 
（2 階 児童展示） 

朗読 CD特集 

（１階 朗読コーナー） 

文豪たちと落語 / 三代目柳家小さんほか 

いねむり先生１ / 伊集院静 

いねむり先生２ / 伊集院静 

 

朗読 CD を新しく揃えました。 

ぜひ、聞いてみてください。 
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話題の本、届いています！ 

さっそく読んでみませんか？人気の本は予約待ちになります。 

ここに掲載しているのは、図書館に入った新着本の一部です。 

図書館（本館・川内分館とも）には、先月届いた全ての新着本を掲載

した、「新着案内」が置いてあります。皆さんぜひご活用ください。 

☀小説・エッセイ 
小野不由美『営繕かるかや怪異譚その３』 稲葉稔『武蔵-残日の剣-』 君嶋彼方『夜がうたた寝してる間』 

小野寺史宜『レジデンス』 下村敦史『ロスト・スピーシーズ』 荒木あかね『此の世の果ての殺人』 

劇団ひとり『浅草ルンタッタ』 まさきとしか『レッドクローバー』 伊兼源太郎『祈りも涙も忘れていた』 

石沢麻依『月の三相』 島口大樹『遠い指先が触れて』 降田天『事件は終わった』 万城目学『あの子と Q』 

佐々木譲『裂けた明日』 山野辺太郎『孤島の飛来人』 市川憂人『灰かぶりの夕海』 逸木裕『祝祭の子』 

辻村深月『嘘つきジェンガ』 金原ひとみ『デクリネゾン』 あさのあつこ『乱鴉の空-弥勒シリーズ１１-』 

阿津川辰海『録音された誘拐』 ｸﾘｽ･ｳｨﾀｶｰ『われら闇より天を見る』 ｻﾏｻﾝｻ･ﾀﾞｳﾆﾝｸﾞ『殺人記念日』 

堂場瞬一『誤ちの絆-警視庁総合支援課-』 楪一志『レゾンデートルの祈り』 永田豊隆『妻はサバイバ―』 

しののめすぴこ『璃寛皇国ひきこもり瑞兆妃伝２』 山口雄也『「がんになって良かった」と言いたい』  

櫛木理宇『ホーンテッド・キャンパス１８』 松浦晋也『母さん、ごめん。２（グループホーム編）』 

松尾貴史『違和感ワンダーランド』 赤川次郎『三世代探偵団４』 乃南アサ『家裁調査官・庵原かのん』 

熊谷達也『孤立宇宙』 古谷田奈月『フィールダー』 夏川草介『レッドゾーン』 新川帆立『競争の番人２』 

荻堂顕『ループ・オブ・ザ・コード』 田渕久美子『ヘルンとセツ』 早見和真『新！店長がバカすぎて』 

小路幸也『素晴らしき国』 森谷明子『晴明変生』 大島清昭『赤虫村の怪談』 中山七里『境界刑事』 

ｴﾏ･ｽﾄｰﾈｸｽ『光を灯す男たち』 櫛田こころ『王宮まかない料理番は偉大』 竹岡葉月『おいしいベランダ。』 

白川紺子『後宮の烏７』 長月天音『ほどなく、お別れです３』 朝霧カフカ『文豪ストレイドッグス 1.2.3』 

凪良ゆう『汝、星のごとく』 下重暁子『極上の孤独（大活字本）』 小杉健治『残り火 上下（大活字本）』 

西村京太郎『十津川警部海の見える駅-愛ある伊予灘戦-』 華宮ルキ『たくまし令嬢はへこたれない！（１）』 

古内一絵『十六夜荘ノート』 遠藤周作『怪奇小説集』 堂場瞬一『オリンピックを殺す日-THE GAME-』 

☀実用書・その他 
藤田敏彦『ヒトデとクモヒトデ-謎の☆形動物-』 日本トイレ協会『SDGsとトイレ（進化するトイレ）』 

ﾀｲﾁｮｰ『消防レスキュー隊員が教えるだれでもできる防災事典』 ｺﾞｯﾄﾌﾘｰﾄ･ﾚｲﾌﾞﾗﾝﾄ『教養としての決済』 

篠原現人『深海魚コレクション-エックス線 CTで探る不思議な姿-』 銀河『発達障害フリーランス』 

篠原信『そのとき、日本は何人養える？』 田中和明『よくわかる最新表面熱処理の基本と仕組み』 

林香里『テレビ番組制作会社のリアリティ-つくり手たちの声と放送の現在-』 青木由香『台湾の日々』 

山口哲一『最新音楽業界の動向とカラクリがよくわかる本』 ﾊﾟｸ･ｿﾝﾋｭｸ『勉強が面白くなる瞬間』 

近藤誠『どうせ死ぬなら自宅がいい-自然にまかせたがんばらない理想的な最後の迎え方-』 

高津臣吾『一軍監督の仕事-育った彼らを勝たせたい-』 四方田犬彦『さらば、ベルイート』 

櫻井よしこ『亡国の危機』 増田幸弘『失われた時、盗まれた国』 朝日新聞取材班『ゴーンショック』 

考える OL『がんばらないことをがんばるって決めた。』 高荷智也『今日から始める本気の食料備蓄』 

山下慎一『社会保障のトリセツ』 ｽﾃｨｰﾌﾞ･ﾊﾟｰｶｰ『カモフラージュ』 ﾃﾞｲｳﾞ･ｸﾞｰﾙｿﾝ『サイレント・アース』 

荻野綱男『敬語の事典』 馬場政勝『電子工作が一番わかる』 大木毅『指揮官たちの第二次大戦』 

渡邊大門『誤解だらけの徳川家康』 三谷幸喜『鎌倉殿の１３人（後編）』 平野啓一郎『死刑について』 

岡清華『無敵のデトックス大全』 遙洋子『老いの落とし穴』 ﾊｲﾉｰ･ﾌｧﾙｹ『暗闇のなかの光』 

♥えほん 
ｱﾙﾌﾚﾄﾞ･ｿﾃﾞﾙｷﾞｯﾄ『カピバラがやってきた』 たごもりのりこ『たしますよ（こどものくに）』 

ｱｰﾉﾙﾄﾞ･ﾛｰﾍﾞﾙ『トット・ボトットとちいさなたてぶえ』 ヲバラトモコ『かたづけしないとどうなるの？』 

ｸﾘｽ･ﾈｲﾗｰ･ﾊﾞﾚｽﾃﾛｽ『フランクとバートのだいすきかくれんぼ』 ﾃﾘｰ･ﾌｧﾝ『麦畑のみはりばん』 

松成真理子『ふっと･･･』 ｸﾘｽ･ﾎｰﾄﾝ『ママってすごーい！』 高畠純『ペンギンたんけんたい』 

末崎茂樹『くすのきだんちはサン！サン！サン！』 西村敏雄『トイレトイレ』 武田康男『かみなり』 

宮崎駿『千と千尋の神隠し』 新井洋行『へんてこはやくちことば』 三浦太郎『でんしゃがきました』 

ﾋﾄﾞ･ﾌｧﾝ･ﾍﾈﾋﾃﾝ『おむつのなか、みせてみせて！』 りとうようい『タタタタ（チューリップえほんシリーズ）』 

遠藤てるよ『えんやら りんごの木（松谷みよ子あかちゃんのわらべうた４）』 酒井駒子『橋の上で』 

松本春野『バスがきましたよ』 ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ『エリック・カールのえいごがいっぱい どうぶつあつまれ！』 

たけうちちひろ『だれのほね？２ ぼくたちきょうりゅう』 さいとうしのぶ『まよなかのおしっこ』 

♥よみもの 
ﾘｰｻﾞ=ﾏﾘｰ･ﾌﾞﾙｰﾑ『ふしぎなメリーゴーラウンド』 ｴﾙ･ﾏｸﾆｺﾙ『魔女だったかもしれないわたし』 

山口理『生き抜け！-遭難の五日間-』 斉藤洋『まちのおばけずかん ハイ！』 常新港『オレのジタバタ記』 

福音感書店「母の友」編集部『こどもに聞かせる一日一話-「母の友」特選童話集-』 ﾌｪｰﾘｸｽ･ｻﾞﾙﾃﾝ『バンビ』 

廣嶋玲子『トラブル旅行社２ 魔獣牧場でホームステイ』 カバヤ食品株式会社『ほねほねザウルス２６』 

ささきかつお『ミステリー部が謎を解かせてもらえない』 額賀澪『ラベンダーとソプラノ』 

おくやまゆか『三まいのはがき』 井嶋敦子『ひまりのすてき時間割』 工藤純子『サイコーの通知表』 

♥そのた 
DK 社『科学って何のためにあるの？-科学の基本的な５つの分野がわかる図鑑-』 石川梵『くじらの子』 

川崎哲『絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう？』 岡本啓史『なりたい自分との出会い方』 

祓川学『洞窟少年と犬のシロ』 大空幸星『「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由』 

三国信一『世界の魔よけ図鑑（調べる学習百科）』 今泉忠明『せつない！いきものの死に方図鑑』 

寺西恵里子『どの本よりわかりやすい！おもしろしかけの貯金箱』 小坂康之『宇宙食になったサバ缶』 

滝沢秀一『すごいゴミのはなし-ゴミ清掃員、１０年間やってみた。-』 林光武『はっけん！イモリ』 

市岡元気『小学生からのわくわく！おうち実験室』 藤井一至『土の研究-5 億年の大地のなぞをさぐろう-』 

川幡智佳『バナナの種はどこへいった？』 松島浩一郎『各列車透視図鑑』 中島裕司『アートって何だろう』 

♥ママ＊パパのためのお助け本 
藤井恵『酸っぱくないお酢料理レモン料理-毎日食べてきれいになる-』 荒木典子『炊き込みごはん』 

太田さちか『学べるお菓子レシピ 理数系スイーツ』 ｴﾀﾞｼﾞｭﾝ『鶏むねダイエット最強タンパク質レシピ 150』 

吉永麻衣子『パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ』 今井ようこ『柿のお菓子づくり』 

野口真紀『おいしい絵本レシピ』  

☀その他（朗読 CD） 
三代目柳家小さん『文豪たちと落語』 伊集院静『いねむり先生１．２』 


