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今月の特集

大人

こども

謎と不思議の世界

神さま大集合～

『中島京子と読み解く
　名画の謎　陰謀の歴史編』
　　　　　　　　　中島京子　著 /文芸春秋

古代のハンニバルから、ナチスに追われる
ユダヤ人画家まで、過去の実在の人間たち
を描いた絵画を紹介し、そこに込められた
意味を読み解く！

『かみさまのめがね』　ブロンズ新社
　　　　　市川真由美　文・つちだのぶこ　絵

十月の出雲大社は、人間たちとかみさまで
おおにぎわい。そこへひとりのめがねやさ
んがトランクさげてやってきて・・・

おすすめ★新着本

杵築本館

山香図書室

大田図書室

『雑貨と家具をかっこよくリメイクする本』
　　　　　　　　　　　　学研パブリッシング

カリスマブロガーが紹介する、かっこいい
リメイク雑貨 &家具の作り方とテクニック
やインテリア実例などを収録。

『木の葉つかいはどこいった』
　　ピーナ・イラーチェ　作 /きじとら出版
秋になると木の葉つかいが、やってきます。
葉っぱたちにすてきな飛びかたを教えるの
です。でも、今年の秋は…。ユーモアあふ
れるイタリア発の新感覚絵本。

『世界で一番美しい分子図鑑』セオドア・グレイ著(創元社)
『たこ焼き器でできる！超簡単びっくりアイデアレシピ』
　　　　　　　　　　　　　　　片山　ちえ著 ( 主婦の友社）
『繭』青山　七恵著 ( 新潮社 )
『約束』香納　諒一著 ( 祥伝社 )
★『なかよくなれたね』森山　京作 ( 文溪堂 )
★『たんじょうびおめでとう』鈴木まもる作(ポプラ社）

『スープとパン』冷水　希三子料理 ( グラフィック社 )
★『わらう』さこももみ著 ( 白泉社 )
　　　　　　　　　　　ほか多数     ★は児童書です

『空色の小鳥』大崎梢著 ( 祥伝社 )
『さる年のゆる文字年賀状』宇田川一美著 (誠文堂新光社 )
★『いいこにして、マストドン！』
　　ミカエラ・チリフ文 ( ワールドライブラリー )

大田所蔵

山香所蔵

10 月 27 日～ 11 月 9日は読書週間です

今年は新イベントが 2 つ加わりました！この機会にぜひ足をお運びください♪

おすすめ本の紹介カード”ＰＯＰ”を書いてみませんか？

来館された皆さんの投票で受賞者決定！賞品あります。

　＊応募用紙配布場所：図書館カウンター

　応募資格：市内在住または在学の中学生以上

　応募期間：9 月 7 日（月）～ 10 月 13 日（火）
　展示・投票期間：10 月 19 日（月）～ 11 月 8 日（日）
　結果発表：11 月 9 日（月）

読書週間 イベント読書週間 イベント

　

借りた本を 1 冊読むごとに、用紙に感想を記入すると

カウンターで台紙にスタンプを押します。

10 個たまるとプレゼントあり！

　＊スタンプ台紙配布場所：図書館カウンター

　実施期間：10 月 5 日（月）～ 11 月 9 日（月）

　プレゼント引換期間：11 月 10 日（火）～ 11 月 24 日（火）

楽しい絵本がた～くさん。読み聞かせの会メンバーに

よるおはなしのマラソンです☆

　日時：10 月 31 日（土）　10:30 ～ 12:00

　＊時間内の入・退場自由＊参加費無料＊おみやげ付き

　この本感動した！役に立った！でも増えすぎたかな…
　そんな「譲ってよい本」を誰かにプレゼントしませんか？
　あなたの心に響いた本は、他のだれかの感動本にもなる
　かもしれません。あえて本を包装することで、本との思
　いがけない出逢いをプロデュースしましょう♪

参加資格：図書館のカードをお持ちのかた（当日お作りできます）
参加方法：
　【贈る本】収集期間：10 月 20 日（火）～ 10 月 26 日（月）
　①中身が見えないよう１冊ずつ包装し、表にに本文中のワン
　　フレーズやおすすめの言葉を添付してワクワク感を演出！
　②杵築市立図書館のカウンターへお持ちください。
　＊ひとり５冊まで（雑誌・漫画は対象外です）

　【贈られる本】
　お持ち帰り期間：10 月 27 日（火）～ 11 月 9 日（月）
　①杵築市立図書館１階ロビーに展示している本の中から
　　「これだ！」と思うもの選ぶ
　②持ち出しカードに記入し、利用者カードとともに事務室へ
　＊ひとり３冊まで。お家に帰ってから開けてくださいね♪
　
　　◎譲り先がなかった本は全てお返しします。
　　　11 月 10 日～ 11 月 30 日の間に図書館カウンター
　　　へ受け取りに来てください。

ワクワク贈り本～あなたの感動をひろげよう～　

よみ活ラリー　

　

としょかんおはなしマラソン　　

ＰＯＰコンテスト

おたのしみに～
　　　司書の紹介本

○○の秋といえば…やはり” 味覚” は外せません！
小説の中にも美味しそうな食べ物が出てくるものが
多くありますよね。というわけで、” 文学と食” をテ
ーマにいくつかご紹介します。

『御松茸騒動』朝井まかて /文芸春秋 

　尾張藩江戸屋敷の若き藩士・小四郎が
　御松茸同心に飛ばされた。
　松茸の不作を解消し、上納二千本を実
　現できるのか！？
　―無理難題に奮闘する小四郎に
　　頑張れ！とエールを送りたく
　　なる時代小説です。

『食彩の文学事典』重金敦之 /講談社
　谷崎潤一郎の好んだ鮎雑炊、林芙美子の思い出のうどん、
　池波正太郎の描いたカツオ飯…。
　作家たちが描いた「食の情景」の表現を通して、日本人
　の「食べ物好き」の国民性をあぶり出す。
　―意外と知らない日本の食文化の歴史が学べます。

『児童文学キッチン』小林深雪 文・福田里香 料理 / 講談社
　「クマのプーさん」のお誕生日ケーキ、「若草物語」の
　ジョーが失敗したいちごのデザート、「長くつ下のピッ
　ピ」のハートがたクッキー…。
　名作の紹介と作品に出てくるお菓子の再現レシピを掲載。
　―子どもの頃のワクワクがつまった可愛い一冊♪

お知らせ

　図書館サービスの充実・地域経済の活用化を目的と
して、雑誌スポンサー事業を実施します。

【事業内容】
雑誌スポンサーに購入代金を負担していただき、提供
された雑誌を図書館に置き、広く市民の皆様にご利用
いただきます。提供雑誌の最新号カバー表面に雑誌ス
ポンサーの名を表示し、カバー裏面には広告を掲載し
ます。

【対象】
　法人・企業・団体等。個人は除きます。

【申込方法】
雑誌スポンサー事業申込書に必要事項記入のうえ、
下記申込先に提出してください。
※申込書は杵築市立図書館・山香図書室・大田図書室・
市ホームページ・図書館ホームページより入手できま
す。

【申込期間】
　　平成２７年１０月１日から随時募集します。
　　

【申込先】
　　〒８７３－０００１　杵築市大字杵築１番地１
　　杵築市立図書館
　（TEL　０９７８－６２－４３６２）
　（FAX　０９７８－６２－３４０１）

※詳細については、杵築市立図書館までお問い合わせ
ください。

杵築市立図書館雑誌スポンサー募集

１０月の読み聞かせの会

杵築地域

山香地域

 6 日（火）　 はーもにー

17 日（土）

10 日（土） ピノキオの会

おはなしくらぶ

１０月の休館日
日 月 火 水 木 土金

３

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

２７ ２８ ２９ ３０ ３１

杵築市立図書館 山香図書室 大田図書室
tel 0978-62-4362 tel 0977-75-1055 tel 0978-52-3111

山香庁舎入口からすぐ

右手へお進みください。

大田庁舎入口からすぐ

右手の奥へお進みください。

   
※時間はいずれも 10：30 ～です。

２５ ２６

１ ２

（赤字が休館日）


