
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　（中央・作東・英田・東粟倉館）

　　　　　10時～17時　（大原・勝田館）
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　休館日

蔵書点検 作東図書館　10/8(火)～10/13(日) 勝田図書館　　11/7(木)

大原図書館　10/17(木) 中央図書館　　11/12(火)～11/16(土)

東粟倉図書館　11/19(火)～11/24(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。

～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）

令和元年10月1日発行

（第40号）

おおきなかぼちゃ
エリカ・シルバーマン/作

いも 栗 かぼちゃ 料理と菓子
森洋子/著

明日はハロウィン。大きく育ちすぎ

たかぼちゃに魔女が悪戦苦闘。そこ

に気さくな幽霊、ダンディな吸血鬼、

几帳面に包帯を巻いたミイラ、知恵

のあるコウモリが現れて…。

じゃが芋、栗、かぼちゃなど、ほのか

な甘みがうれしい野菜を使った料理を

紹介。下ごしらえのポイントから定番

おかず、ひと工夫を加えたアイデア料

理やお菓子まで内容充実の一冊。

ハロウィンといえば・・・おばけ、黒猫、そしてカボチャ。

カボチャが登場する ２冊を紹介します！



「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）　

図書館に関する質問に答えよう。　全問正解者にプレゼント!

読書週間とは…
期間：10月27日（日）～11月９日（土）

１０/６（日） 　  10時～11時 大原図書館　（ぽけっと）

１０/９（水）  　 10時～11時 英田図書館　（お話きしゃポッポ）

１０/１２（土）　10時～11時 中央図書館　（にじの会）

１０/１９（土）　14時～15時 作東図書館　（タンポポ）

― 勝田図書館 ―

　　10/1（火）～10/30（水） ― 東粟倉図書館 ―

　　　　『芸術の秋』 　10/19（土）　10時～11時

季節のおはなしと、おりがみで

― 東粟倉図書館 ― 　『かぼちゃ』を折ります。

　　10/27（日）　10時～12時

　　　図書館で育てられている多肉植物を強いのは誰だ～！？

将棋に興味のある方は誰でもどうぞ。

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。

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。





烈風ただなか
あさの あつこ/著

石久藩の藩学で学友たちが斬殺され自

裁した事件から2年が経った。謎が全

て詳らかにならぬまま、新吾は元服を

迎え親友等もそれぞれの道に進もうと

していた。しかし、再び不穏な風が…。

渦 妹背山婦女庭訓魂結び

大島 真寿美/著

江戸時代、芝居小屋が立ち並ぶ大坂道

頓堀。虚実の渦を作り出した、もう一

人の近松がいた…。浄瑠璃作者・近松

半二の生涯を描いた、著者初の時代小

説。

落日
湊 かなえ/著

新人脚本家の甲斐千尋は、新進気鋭の

映画監督・長谷部香から、新作の相談

を受けた。香は15年前に起きた、判決

も確定している「笹塚町一家殺害事

件」を手がけたいというが…。絶望の

淵を見た人々の祈りと再生の物語。

三体
劉 慈欣/著

物理学者の父を文化大革命で亡くし、

人類に絶望した中国人エリート科学

者・葉文潔。ある日、彼女は謎めいた

軍事基地にスカウトされる。そこでは、

人類の運命を左右するかもしれないプ

ロジェクトが極秘裏に進行していて…。

FACTFULNESS
ハンス・ロスリング/著

賢い人ほどとらわれる10の思い込みから

解放されれば、癒され、世界を正しく見

るスキルが身につく。データや事実にも

とづき、世界を正しく読み解く習慣

「ファクトフルネス」を紹介する。

リアルサイズ古生物図鑑 中生代編
土屋 健/著

かわいくて便利な移動ポケット
レディブティックシリーズ

超危険!スズメバチLIFE
丸沢 丸/著

スズメバチをこよなく愛し、スズメバ

チを素手でつかみ、自宅で飼育し、卒

論もスズメバチのスズメバチオタクが、

スズメバチに関する疑問に答え、スズ

メバチの生態を解説。巣の駆除やスズ

メバチ料理などにもチャレンジする。

おくすり晩酌
大友 育美/著

「おくすり」のように、心と体をいた

わってくれる晩酌で、明日へのエネル

ギーをチャージ! お酒とおつまみのレシ

ピを「疲れ」「肩こり」「ダイエット」

などのお悩み別に紹介。

新着・おすすめ本

大家さんと僕 それから
矢部 太郎/著

季節はめぐり、楽しかった日々に見え

てきた少しの翳り。一風変わった大家

さんとの“2人暮らし”を描いた、

ほっこりあたたかなコミックエッセイ。

一般書

ペットとして飼われている海棲の爬

虫類アトポデンタトゥス・ユニクス、

ツーリングの仲間に最適なガリミム

ス・ブッラタス…。古生物をリアル

なイラストで再現し、現代景色に配

置した図鑑。

クリップでボトムのウエストに

つけるだけ! ポケットのない洋

服や、身軽にお出かけしたい時

に大活躍する、かわいい「移動

ポケット」の作り方を紹介。



ピを「疲れ」「肩こり」「ダイエット」

などのお悩み別に紹介。
ほっこりあたたかなコミックエッセイ。

チコちゃんに叱られる
オオシカ ケンイチ/絵

永遠の5歳、ものしりチコちゃんが

初めてあの疑問にであった3歳の日-。

みんなごはんを食べた後に「ごちそ

うさま」っていうけど、どうして? 

NHK総合テレビの番組から生まれた、

チコちゃんの絵本シリーズ第2弾。

あいうえオリンピック
平澤 一平/絵

2020年東京オリンピックの全33競

技が登場! オリンピックのスポーツや

できごとを、あいうえお順に紹介す

る、スポーツが楽しくなる絵本。大

人も唸る豆知識やダジャレも満載。

歴史人物ケンミンバトル
大宮 耕一 /文

戦上手の武将、超人伝説を持つ偉人…。

テーマごとに日本史上の人物2人を選

出し、それぞれ47都道府県の代表と

して、時空を超えて対決する。時代の

変遷や各時代の特徴などがわかる本。

『ジュニアエラ』連載をもとに書籍化。

防犯・防災イラストBOOK 
ALSOK/監修

あやしい人に声をかけられたら? SNSの

トラブルに巻きこまれたら? 地震や津波が

起きてしまったら? 身近な危険から身を守

る方法をマンガとイラストで紹介します。

西松 宏/作

西日本を襲った集中豪雨。被災した

まちを救ったのは、天空の山城・備

中松山城にあらわれた1匹の猫でした

…。迷い猫から「城主」にまで出世

した猫“さんじゅーろー”と、観光

協会職員ら“家臣”たちの物語。写

真も多数収録。

わけあって絶滅しました。続
丸山貴史 /著

児童書

名探偵ピカチュウ
江坂 純/著

ポケモンと人間が共存する街・ライム

シティ。父親の事故を知らされてやっ

てきたティムは、そこで記憶喪失のポ

ケモン・ピカチュウと出会う。父親の

相棒だったらしいピカチュウと共に、

だれのあし？

今泉 忠明 /監修

どんな動物のあしかな? どうしてこ

んな形なのかな? しましまの模様が

あるあし、人間の手に似たあし…。

迫力のある実物大の写真で、動物た

ちのいろいろな形のあしを紹介。動

物たちの多様性が見えてきます。

うちに帰りたくないときによむ本
北原 明日香/絵

備中松山城猫城主さんじゅーろー

かいけつゾロリ
うちゅう大さくせん

原 ゆたか/さく・え

おならエネルギーで宇宙へ飛び立つ! 

巨大ロボットに乗り込んで宇宙へ出

発した、ゾロリとイシシ、ノシシの

3人は、探していたマニイ号を見つ

うちに帰りたくないぼく

とあいつは、毎日遅くま

で公園で過ごした。ある

日、あいつは体中にけが

をしていた。すると、お

せっかいなおばさんが話

しかけてきて…。

頭が引っかかって絶滅、歩くのがダルく

て絶滅、地球温暖化で絶滅…。いろいろ

な生き物が絶滅した理由を、大きさ・生

息地等の基本データやイラストとともに

紹介。



相棒だったらしいピカチュウと共に、

ティムは事故の真相を追いかけるが…。

3人は、探していたマニイ号を見つ

けるが…。


