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…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～
９月のおはなし会は、すべて中止とします。
…かぼちゃんのおはなし会（どなたでも参加できます）

一般巡回地区
幸楽・南方・則之内・河之内・町西
希望の館・樋口・横河原
志津川・八反地・西岡・田窪・牛渕
上樋・播磨台・野田・新村・北野田
上村・下林・上林・ガリラヤ荘
北方・松瀬川・南方
北方東・横河原・田窪団地・上林・下林
南野田・堀池
則之内甲・河之内・滑川・土谷・松瀬川
ｳｪﾙｹｱ重信・南方・吉久・井内・則之内乙

小学校・幼稚園巡回地区
川上小学校・川上幼稚園
西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校
拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園
南吉井小学校・重信幼稚園
北吉井小学校・北吉井幼稚園

１１時～

日にち
１２日・２６日（第２・４月曜日）
１３日・２７日（第２・４火曜日）
１４日・２８日（第２・４水曜日）
８日・２２日（第２・４木曜日）
９日・２３日（第２・４金曜日）
３日・１７日（第１・３土曜日）
４日・１８日（第１・３日曜日）

絵本の選び方や読み聞かせの方法・楽しみ方を絵本専門士が分かり
やすく伝えます。産後のお母さん向けに、助産師が教える骨盤ケア
ストレッチ講座もありますよ。
募集人数：親子 5 組《0 歳児（首が据わった４カ月程度の乳児～１歳）までとその保護者》
開催日：１０月１９日・２６日（どちらも水曜日/全２回講座）
場 所：中央公民館 １階 和室
申込期間：９月８日（木）～９月２９日（木）※申込が多数の場合は抽選。
申 込 先：東温市立図書館 電話：089-964-3414

★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。
あらためて

図書消毒機をご存知ですか？

情

図書館では、ご利用される皆さんが安心して本を借りることができ

･ ･ ･ ･ ･ ･

…本館休館日

月

講
座
の
お
知
ら
せ

～あかちゃんと えほんｄｅあそぼ～

るように、本館と分館にそれぞれ１台ずつ「図書消毒機」を設置し

報
あ
ら

ています。使い方は簡単で、本を開いて立てたあと、倒れないよう
中のバーではさんだら、扉を閉めてスイッチを ON するだけです。
紫外線と風の力によって、
「雑菌やウイルスの除菌」
・
「本に挟まった

か

ゴミなどの除去」を行い、併せて本についたにおいも消臭してくれ

る

ます。本館・川内分館ともに、カウンター横に設置していますので、

と

ぜひ一度ご利用してみてください。

「敬老の日」について
8/23～8/25 までの間、重信中学校の生徒 2 名が図書
館で職場体験を行いました。
小さい司書さんが選んでくれたオススメ本の POP を
1 階の掲示板に紹介しています。

「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬
愛し、長寿を祝う」ことを目的として昭和 23
年に祝日法とされました。当初は 9 月 15 日と
定めていましたが、ハッピーマンデー制度で

１０日・２４日（第２・４土曜日）
１１日・２５日（第２・４日曜日）
日にち
５日（第
１月曜日）
６日・２０日（第１・３火曜日）
７日・２１日（第１・３水曜日）
１５日（第
３木曜日）
２日・１６日（第１・３金曜日）

9 月の第３月曜日は「敬老の日」です。

現在の「9 月の第 3 月曜日」となりました。
「敬老の日」の由来について気になる方は、
ぜひ図書館で調べて読んでみませんか。

本 館
ＴＥＬ
開館時間

見奈良５０９-３（市役所北側）
９６４-３４１４
９：００～１９：００

川内分館
ＴＥＬ
開館時間

南方２６４（川内公民館内）
９６６-４７２１
９：００～１７：１５

＊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。

話題の本、届いています！

９月号

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

♥えほん

井上ひさし『まるまる徹夜で読み通す』 小池真理子『アナベル・リイ』 長岡弘樹『殺人者の白い檻』
宮部みゆき『よって件のごとし（三島屋変調百物語８）』 岩井志麻子『煉獄蝶々』 中村文則『自由対談』
綿矢りさ『嫌いなら呼ぶなよ』 鯨井あめ『きらめきを落としても』 鏑木漣『見習医ワトソンの追究』
川瀬七緒『クローゼットファイル（仕立屋探偵桐ケ谷京介 2）』 珠川こおり『マーブル』 滝口悠生『水平線』
梶よう子『空を駆ける』 北方謙三『チンギス紀 14』 原田ひ香『財布は踊る』 長浦京『プリンシパル』
五十嵐律人『幻告』 手嶋龍一『武漢コンフィデンシャル』 高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』
秋吉理香子『終活中毒』 天祢涼『拝啓交換殺人の候』 浅ノ宮遼『情無連盟の殺人』 又吉直樹『その本は』
穂波了『裏切りのギフト』
椰月美智子『きときと夫婦旅』 住野よる『腹を割ったら血が出るだけさ』
ｴﾐﾘｰ･ﾗｽｺｳﾞｨｯﾁ『アイダホ』 J.D.ｻﾘﾝｼﾞｬｰ『彼女の思い出/逆さまの森』 蜂須賀敬明『落ち着いたあかつきには』
夜船紡『とある小さな村のチートな鍛冶屋さん 3』 前川裕『ギニー・ファウル』 柏井壽『鴨川食堂しあわせ』
武田綾乃『世界が青くなったら』 朝井リョウ『そして誰もゆとらなくなった』 ﾛｰﾗﾝ･ﾌﾟﾃｨﾏﾝｼﾞｬﾝ『夜の少年』
今村翔吾『くらまし屋稼業』 松岡圭祐『高校事変 6』『ウクライナにいたら戦争が始まった』 本城雅人『残照』
谷川直子『愛という名の切り札』 ｼﾞｮﾝ･ｹﾈﾃﾞｨ･ﾄｩｰﾙ『愚か者同盟』 綾崎隼『ぼくらに嘘はひとつだけ』
白川紺子『京都くれなゐ荘奇譚 2 春に呪えば恋は逝く』 櫛木理宇『残酷依存症』 KK『後宮の雑用姫 2』
日之影ソラ『元宮廷錬金術師の私、辺境でのんびり領地開拓はじめます』 窪美澄『夜に星を放つ』
吉川英梨『十三階段の仇（警視庁公安部特別諜報員・黒江律子）5』 大山誠一郎『記憶の中の誘拐 赤い博物館』
佐伯泰英『狂う潮』『八丁越』 葉室麟『読書の森で寝転んで』 中山祐次郎『俺たちは神じゃない』

たかいよしかず『ようかいむらのきらきらたなばた』 あおきひろえ『うみでなんでやねん』
ｻﾞ･ｷｬﾋﾞﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ『がっこうにまにあわない』 柴田ケイコ『ドーナツペンタくん（コドモエのえほん）』
高橋祐次『ずぼっじー』 高久至『うまれてくるよ海のなか』 shimizu『よくみると…もっと！』
やなせたかし『アンパンマンとムシバラス』 工藤ノリコ『ピヨピヨスーパーマーケット』
ﾄﾓｺ=ｶﾞﾙｼｱ『おにぎりころころ』 降矢なな『ヴォドニークの水の館-チェコのむかしばなし-』
ﾏﾒｲｹﾀﾞ『えきべんとふうけい』 長倉洋海『学校が大好きアクバルくん』 ｷﾑ･ｼﾞﾋｮﾝ『しずかな夏休み』
長新太『きつねのぱんとねこのぱん』 蟹江杏『ハナはへびがすき』 ｴｳﾞｧ･ﾓﾝﾀﾅｰﾘ『ドガさんをおいかけて』
きたやまようこ『こっちとこっちどっち？』 のしさやか『あつまれ！わくわくパンまつり』
こしだミカ『ねむろんろん』 ﾄﾗﾈｺﾎﾞﾝﾎﾞﾝなかにしなちお『のうじょうにすむねこ』
大橋慶子『どうぶつ勝負-しかけ絵本-』 やまぐちようすけ『ライオンごうのうた』
しもかわらゆみ『ありがとうなかよし』 大塚いちお『おとなりさん』 大島加奈子『アリのかぞく』

☀実用書・その他

TDG 電気指導会『小学生からの電気図鑑』 ﾚｵ･ﾎﾌﾟｷﾝｿﾝ『世界遺産を救え！』 藤原義弘『深海生物』
白石優生『タガヤセ！日本（14 歳の世渡り術）-「農水省の白石さん」が農業の魅力教えます-』 宮正樹『魚』
新宮文明『おりがみ大図鑑』 わんこそば『才能がぐんぐん伸びる！スライム・紙ねんどで遊ぼう！』
河合敦『お礼に登場した偉人たち 21 人-初の肖像入り紙幣から令和の新札まで-』 宮田珠己『のぞく図鑑』
侘美秀俊『楽しくわかる！小学生のための楽譜の読み方＆リズムのきほん』 萩谷宏『岩石・鉱物・化石』
今泉忠明『いきものとくらすための７つの約束』 松村忍『子どものハンドメイドレッスン BOOK』
朝日新聞出版『なりたい！が見つかるお仕事図鑑』 渋谷敦志『僕らが学校に行く理由』
ｽﾐｿﾆｱﾝ協会『ピクチャーペディア-なんでもいっぱい大図鑑-』 永田美絵『星座と神話大じてん』
鳥谷朝代『12 歳から始めるあがらない技術』 お仕事ナビ編集室『お仕事ナビ 22・23』
日本点字委員会『手で読む心でさわるやさしい点字 1.2.3.4.5.6』 小豆だるま『知っておきたい法律』

広瀬友紀『ことばと算数-その間違いにはワケがある-』 太田博道『読むだけで身につく科学千夜一夜物語』
日本トイレ協会『快適なトイレ-便利・清潔・安心して滞在できる空間-』 石井光太『ルポ誰が国語力を殺すのか』
斎藤恭一『トコトンやさしい吸着の本』 みおりん『どんどん勉強が楽しくなるノート術』 江森敬治『秋篠宮』
深田萌絵『IT 戦争の支配者たち-「半導体不足」で大崩壊する日本の産業-』 秋場大輔『決戦！株主総会』
横田増生『「トランプ信者」潜入一年-私の目の前で「民主主義が死んだ」-』 瀬戸内寂聴『私解説』
辰巳賢一『名医がやさしく教える最新不妊治療のすべて』 三砂慶明『千年の読書-人生を変える本との出会い-』
鶴岡公幸『映画シナリオで学ぶ英語表現 365』 平山三男『漢字の語源図鑑-辞書より面白くてためになる-』
高橋こうじ『口にするほどきらめくときめく美しい言葉-印象、心持ち、人生-世界が変わる-』
isuZu『「棒人間」からはじめるキャラの描き方-絵心ゼロでも大丈夫-』 大石あきこ『維新ぎらい』
小泉悠『ロシア点描-まちかどから見るプーチン帝国の素顔-』 土子民夫『知識ゼロからの日本刀入門』
山崎直子『僕たちはいつ宇宙に行けるのか』 山本みなみ『史伝北条政子-鎌倉幕府を導いた尼将軍-』
a.k.b.『レジンの大人アクセサリー事典』 大森義裕『金魚いろ×かたち謎解き図鑑』
日本医史学会『医学史事典』 古見明子『ハラスメントとメンタルヘルス対策-総務・人事の安心知識-』
佐々木一哉『富士山測候所のはなし』 数学みえる化プロジェクト『感じる数学-ガリレイからポアンカレまで-』
小泉武栄『日本の自然風景ワンダーランド』 野波健蔵『ドローンのつくり方・飛ばし方』
河瀬季『IT 弁護士さん、YouTube の法律と規約について教えてください』

♥よみもの
ﾛｲｽ･ﾀﾞﾝｶﾝ『いもうとなんかいらない』 斉藤洋『がっこうのおばけずかん-げたげたばこ-』
はらだみずき『太陽と月-サッカー・ドリーム-』 ひのひまり『四つ子ぐらし 12 秋の遠足と仲直りの方法』
杉山亮『おかげさまで名探偵 24』 工藤純子『はじめましてダンネバード』 秋木真『怪盗レッド 21』
ななもりさちこ『はりねずみのノート屋さん』 なかがわちひろ『やまの動物病院』

♥そのた

♥ママのためのお助け本
津田蘭子『家庭科 3 だった私が家でも外でも 100％手作り服でコーディネイトしています。』
川上文代『家庭の魚料理 保存版-魚のさばき方と一生使えるレシピ-』
ボーク重子『しなさいと言わない子育て-普段の育児のままで子どもが変わる小さなしかけ-』
食のスタジオ『スピード完成！野菜の大量消費おかず 342』
ホッとケーキさん。『ホットケーキミックスだからおいしいお菓子』

