
内容：ミュージックシアター・絵本・紙芝居・簡単工作など 

日時：１０月１６日（日）午後３時～ 

場所：図書館 

朗読者：読み聞かせボランテイアみなみこぞう 

対象者：幼児から（大人も参加可） 

定員：５組（先着順） 

申込：１０月２日（日）～１５日（土）に 

   電話または直接図書館へ 

内容：図書館の裏側の見学や仕事の体験ができます。 

日時：１０月２９日（土）午後３時～ 

場所：図書館 

対象者：小学生と保護者（お 2人でご参加ください） 

定員：３組（先着順） 

申込：１０月１５日（土）２８日（金）に 

   電話または直接図書館へ 

内容：お気に入りのぬいぐるみを図書館に招待し 

   お泊りしてもらいます。夜の図書館で本を読んで 

   過ごしているぬいぐるみの様子を写真に撮って 

   プレゼントします。 

日時：１１月３日（木・祝）午前１０時～ 

場所：図書館  進行：図書館スタッフ 

対象者：小学生以下 

定員：10体（先着順） 

参加条件：11月４日（金）正午～6日（日）閉館までに 

     図書館にぬいぐるみを迎えに来られる方 

     ぬいぐるみの大きさは５０㎝（座位）未満のもの 

申込：１０月２０日（木）～11月１日（火）に 

   電話または直接図書館へ 

内容：石などを使ってハロウィンの飾りを作ります。 

日時：１０月２２日（土）午後３時～４時３０分 

場所：図書館 

対象者：小学生（低学年は保護者同伴） 

定員：５組（先着順） ※１組２人まで 

参加料：１００円 

申込：１０月８日（土）～２１日（金）に 

   電話または直接図書館へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月２７日（木）～１１月 9日（木）は秋の読書週間です。今回のテーマは「この一冊にありがとう」です。 

思わず涙してしまう感動作をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 場所 内容 主催団体 対象 申込 定員 

８（土） 

午後３時～ 

図書館 

会議室 
世界の紙芝居 

市国際交流協会会員 

「 ふくらの家 」  

幼児から 

（大人も参加可） 

１０月１日（土）～７日（金） 

電話または直接図書館まで 

５組 

（先着順） 

１５（土） 

午後 3時～ 

図書館 

会議室 

耳で楽しむ読書体験！ 

ストーリーテリング 

ボランテイアサークル  

江南おはなしのろうそく 

５歳から 

（大人も参加可） 

１０月１日（土）～１４日（金） 

電話または直接図書館まで 

３組 

（先着順） 

＜図書館からのお願い＞ 

※館内での飲食・携帯電話のご使用はご遠慮ください。※１階ロビーでのみ水分補給をしていただきますようお願いいたします。 

※本は大切に扱ってくださいますようお願いいたします。破れた時はカウンターにお申し出ください。 

図書館で修理いたします。 

※多くの方にご利用頂くために書き込み・切り取りは絶対にしないでください。 

※DVD 等視聴覚資料の取扱いは慎重にお願いいたします。弁償となった場合は著作権分が市販価格に上乗せとなり、 

高額となる場合がございます。 

１０月のおはなし会 

発行：江南市立図書館 
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２ ０ ２ ２ 年 
１ ０ 月 号 

江 南 市 立 図 書 館 

【図書館休館のお知らせ】 

電子図書館体験会 

 
日時：１０月９日（日）・１０日（月・祝） 

午前１０時～１２時、午後２時～５時 

場所：図書館   対象者：どなたでも  

申込：開催時間に直接図書館へ 

 

９１３シ『さよならの向う側』 

清水晴木／著  いとうあつき／イラスト マイクロマガジン社 

人は亡くなった時、最後に 1日だけ現世に戻って、会いたい人に会

える時間が与えられる。ただし、その中で会えるのは「あなたが死

んだことをまだ知らない人」だけ。5人と案内人が織りなす、最後

の再会の物語。 

2 4 時 間 

３ ６ ５ 日 

利 用 可 能 

江南市電子図書館って
なに？ 
インターネットを通じてパソ

コンやスマートフォン、タブ

レット端末等から、江南市電

子図書館所蔵の電子書籍が 

読めるサービスです。 

文字の大きさを変更できる 

機能や音声読み上げの機能 

がついたコンテンツもある 

ため、紙の本が読みづらい 

方でも読書を楽しむこと 

ができます。 

誰でも利用できるの？ 

江南市在住・在勤・在学で有効な図書

館貸出カードをお持ちの方なら、どな

たでもご利用いただけます。 
※市内在勤、在学の方は登録申請が必要とな

ります。図書館カウンターまでお申し出くだ

さい。 

 

どうやって借りるの？ 
どうやって返すの？ 
利用者 IDとパスワードでログインし

｢借りる｣ボタンを押すだけ。一度に３

点まで借りることができます。読み終

えたら「返す」ボタンを押せばOK！ 

 

※メンテナンスのため利用できない場合もあります。 

※ 

秋の読書週間 始まります。 

秋のおたのしみ会 石ころアート教室 
～ハロウィンの飾り～ 

親子で司書体験 ぬいぐるみのお泊り会 



  

総記・哲学・歴史・地理（００１～２９９） 

 頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ       齋藤 孝／著 ００２ 

 「名著」の読み方 秋満 吉彦／[著] ０１９．１ 

 アタッチメントがわかる本 遠藤 利彦／監修 １４３ 

 京都花の寺社巡礼図鑑 蔭山 敬吾／文 １８５ 

 禁断の中国史 百田 尚樹／著 ２２２ 

 地図で楽しむ本当にすごい愛知 都道府県研究会／著 ２９１．５ 

 社会科学・自然科学（３００～４９９） 

 プーチンが勝ったら世界はどうなる！？      飛鳥 昭雄／著 ３１９．３ 

 共働きのすごい対話術    あつた ゆか／著 ３６７．３ 

 日本の自然風景ワンダーランド 小泉 武栄／著 ４５０ 

 ふりまわされない！更年期 永田 京子／著 ４９５ 

 技術・家政学（５００～５９９） 

 みんなで考える地球環境Ｑ＆Ａ１４５ マイク・バーナーズ‐リー／著 ５１９ 

 糸とサイズで楽しむかぎ針編みのテディベア  ５９４．３ 

 ハロウィーンの料理帳 ヴァンサン・アミエル／著 ５９６．４ 

  産業・芸術・スポーツ（６００～７９９） 

 そのとき、日本は何人養える? 篠原 信／著 ６１１ 

 クイズｄｅデザイン ｉｎｇｅｃｔａｒーｅ／著 ６７４ 

 心を伝える実用書道 中室 舟水／著 ７２８ 

 終止符のない人生 反田 恭平／著 ７６２．１ 

語学・文学 （８００～９９９） 

 漢字はコワくない                               笹原 宏之／著 ８１１ 

 翻訳書簡『赤毛のアン』をめぐる言葉の旅 上白石 萌音／著 ８３７ 

 文豪たちのヤバい手紙 別冊宝島編集部／編 ９１０．２フ 

 三世代探偵団 [4] 赤川 次郎／著 ９１３ア 

 居酒屋ぼったくり おかわり！3 秋川 滝美／[著] ９１３ア 

 乱鴉の空 あさの あつこ／著 ９１３ア 

 レジデンス 小野寺 史宜／著 ９１３オ 

 早番にまわしとけ キタハラ／著 ９１３キ 

 素晴らしき国 小路 幸也／[著] ９１３シ 

 競争の番人 [2] 新川 帆立／著 ９１３シ 

 祈りのカルテ [2] 知念 実希人／著 ９１３チ 

 噓つきジェンガ 辻村 深月／著 ９１３ツ 

 越境刑事 中山 七里／著 ９１３ナ 

汝、星のごとく 凪良 ゆう／著 ９１３ナ 

新！店長がバカすぎて 早見 和真／[著] ９１３ハ 

ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡 圭祐／著 ９１３マ 

レッドクローバー まさき としか／著 ９１３マ 

そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ／著 ９１４ア 

 透明な膜を隔てながら 李 琴峰／著 ９１４リ 

 親父の納棺 柳瀬 博一／著 ９１６ヤ 

 台北野球倶楽部の殺人 唐 嘉邦／著 ９２３ト 

 われら闇より天を見る クリス・ウィタカー／著 ９３３ウ 

 忘れたとは言わせない トーヴェ・アルステルダール／著 ９４９ア 

 北京の秋   ボリス・ヴィアン／著 ９５３ヒ 

 戦争日記 オリガ・グレベンニク／著 ９８６ク 

 珈琲店タレーランの事件簿 8 岡崎 琢磨／著 B９１３オ 

 きみと僕の 5 日間の余命日記 小春 りん／著 B９１３コ 

 生命の略奪者 知念 実希人／著 B９１３チ 

 水族館ガール 9 木宮 条太郎／著 B９１３モ 

（２０２２／８／８ ～ ２０２２／９／１１） 

※一部のみのご紹介となります 新着図書案内 


