美浜町図書館
〒470-2403

美浜町大字北方字十二谷125
TEL 0569-82-6800
FAX 0569-82-6801

★ 注目の本 ★
『素敵な空が見えるよ、

『此の世の果ての殺人』

明日もきっと』

荒木 あかね//著
小惑星が日本に衝突すると発

F/アラ/2２

F/イケ/2２

表され世界が大混乱の中、小春
は淡々と自動車教習を受けてい
た。ある日、教習車で女性の死体
を発見する。元刑事の教官ととも
に、地球最後の謎解きを始める
―。(講談社)

７２６．９/リ/2２

リト@葉っぱ切り絵//著
大人気の葉っぱ切り絵作品集。
優しい森に誘われるような絵本仕
立ての一冊。葉っぱの上で繰り広
げる温かいストーリーに、大人も子
どもも心癒されるはず。
(講談社）

『ハヤブサ消防団』

『はたけの絵本』

池井戸 潤//著
東京から、亡き父の故郷・ハヤブ
サ地区に移住したミステリ作家の
三馬太郎。地元の人の誘いで、消
防団に入団をしたが、連続放火事
件が待ち受けていた。のどかな集
落に隠された真実とは?
（集英社)

いわむら かずお//著
「いわむらかずお絵本の丘美術
館」の農場での、野菜と動物の観
察から生まれた、ハートウォーミン
グな１２の物語。淡い透明水彩が
おりなす美しい絵とユーモアある
お話に心躍る。
(創元社)

ちしき絵本
E/ハ/きせつ

※貸出中の資料は予約を承ります。

イベント
『古本リサイクル市』

『ピアノ連弾と朗読～ブレーメンの音楽隊～』

図書館へ寄贈いただいた図書を無料で配布します。
【期間】 10月１日（土）～６日（木）
お一人様
【場所】 図書館サービスデスク前

♦ピアノ連弾 ： 澤田 さとこ氏 石原 実恵氏

『除籍資料の無料配布』

【場所】 生涯学習センター１階 展示ギャラリー

保存年限を過ぎた図書・雑誌を無料で配布します。

【対象】 どなたでも ※申込不要

１０冊まで

♦朗読 : 三枝 美代子氏
【日時】 １１月５日（土） １１時～１１時３０分

【期間】 1０月２９日（土）～１１月６日（日）
【場所】 図書館サービスデスク前

その他のイベント

♪

♬

♩

◎『ぬいぐるみのおとまり会』

◎『とくべつおはなし会』

申込み開始日等、

【日にち】 11月１2日（土） 【定員】 １０組

詳細は決まり次第

【対象】 幼児～小学校低学年とその保護者

広報やホームページ
にてお知らせします。

◎『クリスマスグッズを作ろう！』
【日にち】 １２月１７日（土）
【対象】 小学生～中学生まで 【定員】 １０名（申込順）

【日にち】 １２月3日（土）おはなし会とおとまり受付
12月４日（日）おむかえ受付
【対象】 小学生まで 【定員】 10名（申込順）

◎『おとなの折り紙』
【日にち】 1２月2４日（土） 【定員】 １5名
【対象】 大人限定

おはなし会

新 着 図 書
書

名

著 者

SNS別最新著作権入門

井上 拓/著

誠文堂新光社

021.2/イ/22

プチプラで「地震に強い部屋づくり」

辻 直美/著

扶桑社

369.3/ツ/22

脳大図鑑

一
般

テ
ィ
ー
ン
ズ

請求記号

出版社

ニュートンプレス 491.3/ノ/２２

「酢」のレシピ

有元 葉子/著

東京書籍

暮/596/ア/2２

阿川佐和子のこの噺家に会いたい

阿川 佐和子/著

文藝春秋

779.1/ア/22

宝島社

910.2/ブ/22
F/ウノ/22

文豪たちのヤバい手紙
レペゼン母

宇野 碧/著

講談社

素晴らしき国

小路 幸也/著

角川春樹事務所 F/ショ/2２

小さなひとり暮らしものがたり

みつはし ちかこ/著

興陽館

F/ミツ/2２

難しい本を読むためには

山口 尚/著

筑摩書房

Y/019.1/ヤ/22

太陽と月 サッカー・ドリーム

はらだ みずき/著

小学館

Y/F/ハラ/2２

ふじさんにっぽんいち！

ひさかたチャイルド ２９１/フ/2２

児
やまの動物病院
童
とんかつのぼうけん

なかがわ ちひろ/作 絵 徳間書店

9１3/ナ/2２

塚本 やすし/作

E/ト/22

ポプラ社

※上記以外の新着図書はホームページでご覧いただけます ➤➤➤ 美浜町図書館HP
https://lib-mihama.aichi.jp/

読書の秋は、なに読もう？
そんなときにぜひ！お役立てください。
子どもの頃に出会った本、大人の世界を知った本、迷ったときに帰る本。
井上荒野、川上弘美、尾崎世界観、桜木紫乃ら、人気作家５０人が
＜自分だけの一冊＞を選ぶブックガイド。
『あなたのなつかしい一冊』
図書館入口目の前

019.9

池澤 夏樹/編

ア-２２
いきいきコーナー

図書館カレンダー
１０月
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

寄藤 文平/絵
毎日新聞出版

「図書情報コーナー」も
覗いてみてください✩

開館時間：午前9時～午後6時
は休館日です

１１月

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、中止・変更になる場合が

１２月

日月火水木金土 日月火水木金土
1 2 3
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
27 28 29 30

あります。予めご了承ください。

おはなし会

♦乳幼児向き(毎週木曜日)
10:30～
♦幼児・小学生向き
(毎月第1,2,4土曜日)
11:00～

