
 １０月７日（土）８日（日）に図書館まつりがおこなわれました。人形劇

サークル「ぱぺっとくれよん」による人形劇や腹話術、「

ねこ倶楽部」に

も大人も大盛り上がりでした。

 スクイーズ工作では、絵具で手を汚しながらスポンジに色を塗ったり、苺

を盛り付けたりと個性豊かな作品ができました。

 １０月からスタートした読書マラソン。今年は達成方法が２つ「来館スタ

ンプコース」と「冊数スタンプコース」があります。

どちらか好きな方で挑戦してみてください。また、

下記の期間は「来館スタンプコース」

２つ押すことができます。
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★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

仮面ライダービルド

ルラルさんのだいくしごと（いとうひろし）

白オバケ黒オバケのみつけて絵本（うるまでるび）

空からのぞいた桃太郎（影山徹）

ななめねこまちをゆく（ジェイソン

ドン・キホーテ（ミゲル

くろくんとちいさいしろくん（なかやみわ）

スープになりました（彦坂有紀）

きょうふのおばけにんじん（アーロン

キラキラぼしのたなばた（あくざわめぐみ）

こどものひのさがしもの（田中六大）

たのしいクリスマスのじゅんび

おかしのしまのハロウィンパーティー（にしもとおさむ）

じゅんびはいいかな？ひなまつり（はせがわさとみ）

せつぶんとおに（みやざきひろかず）

平家物語（弦川琢司）

ルルとララのハロウィン（あんびるやすこ）

ほねほねザウルス

にちようびは名探偵（杉山亮）

手ぶくろを

空飛ぶおべんとうツアー（野中柊）

お願い！フェアリー♡

 

・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 
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※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤色色色色」です。」です。」です。」です。

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

仮面ライダービルド 

ルラルさんのだいくしごと（いとうひろし）

白オバケ黒オバケのみつけて絵本（うるまでるび）

空からのぞいた桃太郎（影山徹）

ななめねこまちをゆく（ジェイソン

ドン・キホーテ（ミゲル・

くろくんとちいさいしろくん（なかやみわ）

スープになりました（彦坂有紀）

きょうふのおばけにんじん（アーロン

キラキラぼしのたなばた（あくざわめぐみ）

こどものひのさがしもの（田中六大）

たのしいクリスマスのじゅんび

おかしのしまのハロウィンパーティー（にしもとおさむ）

じゅんびはいいかな？ひなまつり（はせがわさとみ）

せつぶんとおに（みやざきひろかず）

平家物語（弦川琢司） 

ルルとララのハロウィン（あんびるやすこ）

ほねほねザウルス １８（カバヤ食品株式会社）

にちようびは名探偵（杉山亮）

を買いに／ごんぎつね（新美南吉）

空飛ぶおべんとうツアー（野中柊）

フェアリー♡ １９（みずのまい）

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者です。です。です。です。 

」です。」です。」です。」です。 

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ 

ルラルさんのだいくしごと（いとうひろし）

白オバケ黒オバケのみつけて絵本（うるまでるび）

空からのぞいた桃太郎（影山徹） 

ななめねこまちをゆく（ジェイソン・カーター

・デ・セルバンテス）

くろくんとちいさいしろくん（なかやみわ）

スープになりました（彦坂有紀） 

きょうふのおばけにんじん（アーロン・レイノルズ）

キラキラぼしのたなばた（あくざわめぐみ）

こどものひのさがしもの（田中六大） 

たのしいクリスマスのじゅんび（たんじあきこ）

おかしのしまのハロウィンパーティー（にしもとおさむ）

じゅんびはいいかな？ひなまつり（はせがわさとみ）

せつぶんとおに（みやざきひろかず） 

ルルとララのハロウィン（あんびるやすこ）

１８（カバヤ食品株式会社）

にちようびは名探偵（杉山亮） 

買いに／ごんぎつね（新美南吉）

空飛ぶおべんとうツアー（野中柊） 

１９（みずのまい）

★その他★その他★その他★その他

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書
 ★

ルラルさんのだいくしごと（いとうひろし） 

白オバケ黒オバケのみつけて絵本（うるまでるび） 

カーター・イートン） 

セルバンテス） 

くろくんとちいさいしろくん（なかやみわ） 

レイノルズ） 

キラキラぼしのたなばた（あくざわめぐみ） 

（たんじあきこ） 

おかしのしまのハロウィンパーティー（にしもとおさむ） 

じゅんびはいいかな？ひなまつり（はせがわさとみ） 

アル

こどもブッダのことば（斉藤孝）

光

サイエンスコナン防災の不思議（青山剛昌）

冬眠のひみつ（近藤宣昭）

まんがでわかる「発明」と「発見」１０００

シルバー川柳

ホワイトラビット（伊坂幸太郎）

裏切りのホワイトカード

院長選挙（久坂部羊）

孤軍（笹本稜平）

花になるらん（玉岡かおる）

おんな城主直虎

ワルツを踊ろう（中山七里）

マスカレード・ナイト（東野圭吾）

ライオンは仔猫に夢中（東川篤哉

悪道

きっと誰かが祈ってる（山田宗樹）

生きてこそ（瀬戸内寂聴）

花咲舞が黙ってない（池井戸潤）

ハケンアニメ

今からあなたを脅迫します

黒猫の回帰あるいは千夜航路（森晶麿）

ルルとララのハロウィン（あんびるやすこ） 

１８（カバヤ食品株式会社） 

買いに／ごんぎつね（新美南吉） 

１９（みずのまい） 

★

-NEW - 

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書    ※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「

★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語

アルゴリズムえほん

こどもブッダのことば（斉藤孝）

光をくれた犬たち盲導犬の一生（今西乃子）

サイエンスコナン防災の不思議（青山剛昌）

冬眠のひみつ（近藤宣昭）

まんがでわかる「発明」と「発見」１０００

シルバー川柳 ７（全国有料老人ホーム協会）

ホワイトラビット（伊坂幸太郎）

裏切りのホワイトカード

院長選挙（久坂部羊）

孤軍（笹本稜平）

花になるらん（玉岡かおる）

おんな城主直虎 

ワルツを踊ろう（中山七里）

マスカレード・ナイト（東野圭吾）

ライオンは仔猫に夢中（東川篤哉

悪道 ５（森村誠一）

きっと誰かが祈ってる（山田宗樹）

生きてこそ（瀬戸内寂聴）

花咲舞が黙ってない（池井戸潤）

ハケンアニメ！（辻村深月）

今からあなたを脅迫します

黒猫の回帰あるいは千夜航路（森晶麿）

★文庫文庫文庫文庫 

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「赤赤赤赤

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

ゴリズムえほん １（松田孝）

こどもブッダのことば（斉藤孝）

をくれた犬たち盲導犬の一生（今西乃子）

サイエンスコナン防災の不思議（青山剛昌）

冬眠のひみつ（近藤宣昭） 

まんがでわかる「発明」と「発見」１０００

７（全国有料老人ホーム協会）

ホワイトラビット（伊坂幸太郎）

裏切りのホワイトカード（石田衣良）

院長選挙（久坂部羊） 

孤軍（笹本稜平） 

花になるらん（玉岡かおる） 

 ４（森下佳子）

ワルツを踊ろう（中山七里） 

マスカレード・ナイト（東野圭吾）

ライオンは仔猫に夢中（東川篤哉

５（森村誠一） 

きっと誰かが祈ってる（山田宗樹）

生きてこそ（瀬戸内寂聴） 

花咲舞が黙ってない（池井戸潤）

（辻村深月） 

今からあなたを脅迫します １・２（藤石波矢）

黒猫の回帰あるいは千夜航路（森晶麿）

赤赤赤赤色色色色」です。」です。」です。」です。    

１（松田孝） 

こどもブッダのことば（斉藤孝） 

をくれた犬たち盲導犬の一生（今西乃子） 

サイエンスコナン防災の不思議（青山剛昌） 

まんがでわかる「発明」と「発見」１０００ 

７（全国有料老人ホーム協会） 

ホワイトラビット（伊坂幸太郎） 

（石田衣良） 

４（森下佳子） 

マスカレード・ナイト（東野圭吾） 

ライオンは仔猫に夢中（東川篤哉） 

きっと誰かが祈ってる（山田宗樹） 

花咲舞が黙ってない（池井戸潤） 

１・２（藤石波矢） 

黒猫の回帰あるいは千夜航路（森晶麿） 

★その他その他その他その他

 

吉本せいの生涯

ブラタモリ

お先に失礼します！（中村一）

父の逸脱（セリーヌ

酒のやめ方講座（中本新一）

大学の学科図鑑（石渡嶺司）

君主論（マキャヴェッリ）

人を襲うクマ（羽根田治）

１００歳まで元気でいるための歩き方＆杖の使い方

よくわかる強迫

なぜあなたの疲れはとれないのか？（梶本修身）

はちみつ日和（前田京子）

脱ネット・スマホ中毒（遠藤美季）

３日目のワインがいちばんおいしい（渡辺良平）

身の丈に合った服で美人になる（小山田

名人が教える和牛の飼い方コツと裏ワ

ペットシッターを知っていますか（春名孝）

ウサギ（大野瑞絵）

究極の美仏運慶と快慶

葛飾北斎（美術手帖）

犬を描く（水墨画塾編集部）

銀の匙 １４（荒川弘）

この椅子が一番！（西川栄明）

高倉健七つの顔を隠し

プロでも知りたがる！ビリヤードオシャレな撞き方・

練習の仕方（江辺香織）

その他その他その他その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

吉本せいの生涯 

ブラタモリ ９・１０（NHK

お先に失礼します！（中村一）

父の逸脱（セリーヌ・ラファエル）

酒のやめ方講座（中本新一）

大学の学科図鑑（石渡嶺司）

君主論（マキャヴェッリ）

人を襲うクマ（羽根田治）

１００歳まで元気でいるための歩き方＆杖の使い方

よくわかる強迫症（有園正俊）

なぜあなたの疲れはとれないのか？（梶本修身）

はちみつ日和（前田京子）

脱ネット・スマホ中毒（遠藤美季）

３日目のワインがいちばんおいしい（渡辺良平）

身の丈に合った服で美人になる（小山田

名人が教える和牛の飼い方コツと裏ワ

ペットシッターを知っていますか（春名孝）

ウサギ（大野瑞絵） 

究極の美仏運慶と快慶 

葛飾北斎（美術手帖） 

犬を描く（水墨画塾編集部）

１４（荒川弘） 

この椅子が一番！（西川栄明）

高倉健七つの顔を隠し続けた男（森功）

プロでも知りたがる！ビリヤードオシャレな撞き方・

練習の仕方（江辺香織） 

 

NHK「ブラタモリ」制作班）

お先に失礼します！（中村一） 

ラファエル） 

酒のやめ方講座（中本新一） 

大学の学科図鑑（石渡嶺司） 

君主論（マキャヴェッリ） 

人を襲うクマ（羽根田治） 

１００歳まで元気でいるための歩き方＆杖の使い方

（西野英行）

症（有園正俊） 

なぜあなたの疲れはとれないのか？（梶本修身）

はちみつ日和（前田京子） 

脱ネット・スマホ中毒（遠藤美季） 

３日目のワインがいちばんおいしい（渡辺良平）

身の丈に合った服で美人になる（小山田早織）

名人が教える和牛の飼い方コツと裏ワザ（農山漁村文化協会）

ペットシッターを知っていますか（春名孝）

犬を描く（水墨画塾編集部） 

 

この椅子が一番！（西川栄明） 

続けた男（森功） 

プロでも知りたがる！ビリヤードオシャレな撞き方・

 

「ブラタモリ」制作班） 

１００歳まで元気でいるための歩き方＆杖の使い方

（西野英行） 

なぜあなたの疲れはとれないのか？（梶本修身） 

３日目のワインがいちばんおいしい（渡辺良平） 

早織） 

（農山漁村文化協会） 

ペットシッターを知っていますか（春名孝） 

 

プロでも知りたがる！ビリヤードオシャレな撞き方・


