令和元年11月1日発行
（第41号）

中央図書館

TEL 72-1135

東粟倉図書館

TEL 78-3650

作東図書館

TEL 75-0007

大原図書館

TEL 78-3111

英田図書館

TEL 74-3104

勝田図書館

TEL 77-1111

開館時間：9時30分～18時
10時～17時

（中央・作東・英田・東粟倉館）

（大原・勝田館）
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休館日

蔵書点検

勝田図書館

11/7(木)

中央図書館

11/12(火)～11/16(土)

東粟倉図書館

11/19(火)～11/24(日)

英田図書館

12/3（火）～12/8（日）

蔵書点検のため上記の期間が休館となりますので、よろしくお願いいたします。

紅葉の

紅葉のきれいな季節になりましたね♪
どうして葉っぱの色が変わるの？どんな葉っぱが赤くなる？
紅葉を楽しむための本を紹介します。

紅葉のきれいな樹木図鑑
ポケット版
亀田 龍吉/写真・文
散歩や山歩きなどで出合う２００
種の紅葉のきれいな樹木を収録。
葉身の長さや葉柄の特徴がわかる
白バックの写真と、花や樹皮など
植物の名前の由来になった特徴的
な部位の写真を掲載し、簡潔に解
説する。

紅葉のふしぎ
森洋子/著
科学する心を育て、自然を愛し生
命を愛する心を育てるシリーズ。
植物編は、植物の観察や実験に役
立つ写真図鑑。

～あなたの地域に本を届けます～
大野コミュニティカフェ（大原地域）

やまゆり苑（勝田地域）

「おすすめ本バトンリレー」
期間：10/26（土）～11/30（土）
図書館司書がおすすめの本を展示します。
そのおすすめ本の中から借りる本を選んだら
自分のおすすめの本と置き換えていくリレー方式のイベントです。
あなたのおすすめの1冊を紹介してください！

「みまさか図書館検定」
期間：10/26（土）～11/10（日）
図書館に関する問題に答えよう。
正解数によって級が決まり、認定証と景品があります♪

読書週間とは…
期間：10月27日（日）～11月９日（土）
読書週間が始まる10月27日が「文字・活字文化の日」に制
定されました。 現在、『読書週間』は日本の国民的行事とし
て定着しています。 暮らしのスタイルに、人生設計のなかに、
新しい感覚での「本とのつきあい方」を とりいれていきませ
んか。

11/9（土）

10時～11時

中央図書館

（にじの会）

11/13（水）

10時～11時

英田図書館

（お話きしゃポッポ）

11/16（土）

14時～15時

作東図書館

（かぼちゃの馬車）

― 中央図書館 ―
11/24（日）

11時～12時

「ほっこり」さんによる昔話の
語りの会です。

― 東粟倉図書館 ―
11/16（土）

10時～11時

季節のおはなしと、おりがみで
― 東粟倉図書館 ―
11/2（土）

『どんぐり』を折ります。

13時30分～15時

小学校音楽の教科書にのっている曲を
図書館で育てられている多肉植物を
レコードで聴いてみよう。

どのイベントも無料で参加できます。
詳しくは、各図書館へお問い合わせください。

新着・おすすめ本
一般書
お会式の夜に

世話を焼かない四人の女

黒野 伸一/著

麻宮 ゆり子/著

小ぢんまりとした門前町・池上に越し

裏の顔を持つ住宅メーカー総務部長、

てきた失業中の女子・美咲。そこで出

逃げた夫に代わり経営者となった清掃

会うシャイだけど温かな地元民と、新

会社社長…。個性豊かな４人の働く女

しく住みついて戸惑う「新住民」。

性たちを描く新時代お仕事小説。

様々な思いや行き違いが、お会式の夜
に氷解してゆき…。

ムゲンのｉ 上・下

伯爵のお気に入り

知念 実希人/著

向田 邦子/著

眠りから醒めない謎の病気・イレスの

女ならではの良いことも、悪いことも、

患者を抱えた愛衣は、魂の救済〈マブ

ぜんぶあるがままに−。恥じらい、慎

イグミ〉をするしかないと知る。愛衣

み、思いやり、おしゃべり、おしゃれ、

は霊能力者の祖母から受け継いだ力で、

意地悪、噓つき、見栄っ張り…。女の

マブイグミに挑む−。

本質をそっと教える向田邦子のエッセ
イ傑作選。

楽園の真下

9月1日 母からのバトン
荻原 浩/著

樹木希林 ,内田也哉子 /著

日本でいちばん天国に近い島、志手島。

９月１日は大勢の子どもが自殺してし

その島で世界最大級のカマキリが発見さ

まう日−。そうつぶやいた母は何を伝え

れた。フリーライターの藤間は、取材の

たかったのか？ 樹木希林が遺した言葉

ため現地へ向かう。だが、楽園とは別の

と、それを受けて内田也哉子が「不登

姿が…。科学サスペンス長編。

校」や「命」について考え、様々な人
と対話して紡ぎだした言葉をまとめる。

ようこそ「料理が苦痛」な人の料理教室へ
その苦しみは続かない

本多 理恵子/著

竹内 昌彦/著

しんどい料理から自由になるには？

幼少期の失明、壮絶ないじめ、重い障

「無理をしない」「堂々とマンネリを

害を持って生まれた長男と暮らした７

続ける」「地味で結構」という考えの

年の日々と別れ、モンゴル盲学校の開

もと、多くの料理が苦痛な人を救った

校…。さまざまな逆境を乗り越えてき

料理教室の考え方と解決レシピを紹介。

た名物教師が、「生きることの意味」

料理のヒントも伝える。

を訴える。

ないないづくしの里山学校
岡本 央/著
子どもたちは“ないないづくし”を“あ

超図解ぬまがさワタリの
ふしぎな昆虫大研究
ぬまがさ ワタリ/著

るあるづくし”に変えて、生きる力を育

ミツバチやテントウムシなどの身近な

んでいく−。千葉県木更津市郊外で行われ

昆虫の神秘的な一面から、チリクワガ

ている里山学校の子どもたちの姿を、学

タ、ツノゼミといった世界の珍しい昆

校を始めた宮崎栄樹園長の保育哲学を交

虫の習性まで、昆虫たちのふしぎな生

えながら、写真で紹介する。

態をイラストで図解。

児童書

たたたんたたたん
西村 繁男/絵

あやしいぶたのたね

たたたんたたたん。たたたんた

佐々木 マキ/作

たたん。海の底を列車が走りま

走るのが遅くて、一度もぶたを捕まえ

す。竜宮城でうらしまたろうを

たことがないおおかみは、ある日、きつ

降ろしたら、こんどは空を走り

ねはかせから、ひとつの茶色い粒をも

ます。たたたんたたたん。たた

らった。それは、はかせの発明した「ぶ

たんたたたん。月のみやこに着

たのたね」だというのだが…。「ぶたの

くと…。

たね」シリーズ第４弾。

地獄の歩き方

きょだいなガチャガチャ

小野崎 理香 ほか/絵

大橋 慶子/作・絵

死後の世界を案内するガイドブック。

山の上にある、巨大なガチャガチャ

生と死の中間にある「中有」の世界か

で遊んでいる大きなオニの子たち。

ら、地下深くにある８大地獄、地獄以

カプセルの中身は、岩を砕くことが

外の六道、小地獄まで、仏教の教えを

できるだるまおとしだったり、雨を

もとにイラストを交えて紹介する。

降らせる雲のようなぬいぐるみだっ
たり…。全てのガチャガチャ好きに
捧げる愉快な絵本。

こども六法
山崎 聡一郎 /著

はたらく細胞
人体のふしぎ図鑑

法律はみんなを守るためにある。知っ

講談社/著

ていれば大人に悩みを伝えて解決して

人の体は約３７兆個の細胞でできている。

もらうのに役立つよ。いじめ、虐待に

アニメ「はたらく細胞」の内容に沿って、

悩んでいるきみへ、楯となる法律につ

細胞の働きと人体のしくみについて、豊富

いて、イラストとやわらかい言葉で解

なイラストとともにわかりやすく解説する。

説する。

勉強にすぐ役立つコラムも収録。

怪談研究クラブ
笹原 留以子/著

ねこねこ日本史 2
そにし けんじ/著

クラブ員になるための資格は、こわ
いもの、こわい話が好きなこと！

伊達政宗が、真田幸村が、新選組

「怪談研究クラブ」を結成した小４

が、猫に！？ 「もしも」を刺激す

のるい子たち。「人魂」を研究テー

る、にゃんにゃん日本史エンター

マに、部員たちの“暗躍”が始ま

テインメント第２巻。

る！

七不思議神社

おしりたんてい
緑川 聖司/著

ラッキーキャットはだれのてに！

トロル/作・絵

節町に引っこしてきた小５のリクは、

神社で風変わりな少年タクミと出会う。

オークションに出品されたまねきねこに

絵馬に七不思議をかくと願いが叶うと

は秘密があり…。おしりたんていが今回

聞き、町の怪談を集めにいく…。１０

の事件もププッと解決！ 絵探しや迷路を

の怪談とリクの１日がおりなす物語。

しながら犯人を探す、謎解き探偵読み物
シリーズ第９弾。

