
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会議室（１階） 

10 時～10 時 30 分 
おはなし会① 出演：江南おはなしのろうそく 

※大人向けの読み聞かせです。 

11 時～11 時 30 分 おはなし会② 出演：あめんぼ  対象：幼児、小学校低学年 

13 時～14 時 おはなし会③ 出演：ふくらの家 対象：幼児、小学生 

14 時 30 分～15 時 おはなし会④ 出演：よみっこクラブ 対象：3 歳から（大人も参加可） 

※会議室でのおはなし会は事前申込みが必要です。定員：各 5 組（おはなし会①は 10 名） 

11 月 19 日（土）～12 月 2 日（金）に電話または直接図書館へお申し込みください。 

雑誌コーナー 

（１階） 

10 時～11 時 

14 時～15 時 
音訳体験：録音機を使って本格的な音訳体験してみませんか。 

13 時～14 時 バルーンアート：バルーンで何ができるかお楽しみに！ 

終日 図書館ボランティアの活動を紹介するパネル展示 

絵本コーナー 

（２階） 

10 時～11 時 30 分 

13 時～16 時 
おはなし会：申込み不要、ふらっと遊びに来てね。 

自転車置き場 9 時～16 時 
リサイクル会(小雨決行) 

図書館の除籍本や市民の方からの寄贈本を無料で配布します。 

南側芝生スペース 11 時 30 分～13 時 世界の遊び体験：いろんな国の遊びを体験。※雨天中止 

館内 9 時～18 時 
図書館クイズ 

図書館のあれやこれやを簡単なクイズで紹介。※参加賞付 

 

  

会議室 

（１階） 

10 時～11 時 おはなし会① 出演：みなみこぞう 対象：幼児から（大人も参加可） 

13 時～13 時 30 分 
おはなし会② 出演：アンクル・ロードック（朗読おじさん） 

対象：幼児から（大人も参加可） 

※会議室でのおはなし会は事前申込みが必要です。  定員：各 5 組  

11 月 19 日（土）～12 月 2 日（金）に電話または直接図書館へお申し込みください。 

雑誌コーナー（１階） 

10 時 30 分～11 時 30 分 ミニ工作：牛乳パックを使ったおもちゃ作りです。 

14 時～15 時 30 分 
ビブリオバトル 参加者募集中！詳しくは図書館ホームページを！ 

おすすめ本を紹介しあい 1 位を決める書評ゲーム。対象：中学生以上 

※ビブリオバトルは事前申込みが必要です。発表者：5 名  観戦者：10 名 

11 月 19 日（土）～12 月 2 日（金）に電話または直接図書館へお申し込みください。 

終日 図書館ボランティアの活動を紹介するパネル展示 

絵本コーナー（２階） 
10 時～11 時 30 分 

13 時～16 時 
おはなし会：申込み不要、ふらっと遊びに来てね。 

自転車置き場 9 時～13 時 
リサイクル会(小雨決行) 

図書館の除籍本や市民の方からの寄贈本を無料で配布します。 

南側芝生スペース 11 時 30 分～13 時 世界の遊び体験：いろんな国の遊びを体験。※雨天中止 

館内 
9 時～16 時 

 
図書館クイズ 

図書館のあれやこれやを簡単なクイズで紹介。※参加賞付 

 

 

 

 

 

 

開催日時 場所 内容 主催団体 対象 申込 定員 

１２（土） 

１５時～ 

図書館 

会議室 
読み聞かせ会 

朗読ボランティア 

あめんぼ  

幼児、 

小学校低学年 

１１月１日（火）～１１日（金） 

電話または直接図書館まで 

３組 

（先着順） 

１９（土） 

１５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） 

１１月５日（土）～１８日（金） 

電話または直接図書館まで 

３組 

（先着順） 

２３（祝・水） 

１５時～ 

図書館 

会議室 
秋のおはなし会 

読み聞かせボランティア 

よみっこクラブ 

３歳から 

（大人も参加可） 

１１月９日（水）～２２日（火） 

電話または直接図書館まで 

３組 

（先着順） 

２６（土） 

１５時３０分～ 

図書館 

会議室 
英語でのおはなし会 

市 国 際 交 流 協 会  

 会 員 「 ふくらの家 」  
幼児・小学生 

１１月１２日（土）～２５日（金） 

電話または直接図書館まで 

３組 

（先着順） 

１１月のおはなし会 

発行：江南市立図書館 

〒483-8106 愛知県江南市石枕町神明 82番地 TEL：（０５８７）５６－２３０６  URL：httpｓ://lib-konan.aichi.jp/ 

 

２ ０ ２ ２ 年 
１ １ 月 号 

江 南 市 立 図 書 館 

【図書館休館のお知らせ】  

46年間のありがとう 
昭和 51年 4月の開館から約 46年。皆さまに愛された江南市立図書館は、 

12月 4日をもって一旦休館させていただきます。 

4月には布袋駅の東口に新館がオープンしますが、石枕町の図書館は半世紀近い歴史に幕を下ろします。 

そこで 12月 3日～4日に「図書館まつり」を開催。 

最終日となる 12月 4日にはセレモニーを開催し、現図書館との別れを惜しみたいと思います。 

図書館の思い出を胸に、ぜひともご参加ください。 

月
３
日 

１２ 

（土） 

（日） 

１２ 

月
４
日 

「図書館の思い出」を募集します。 

図書館で出会った印象深い本や人、調べ物でわかったことなどなど。たくさんの思い出やエピソードをお寄せください。 

11 月より館内にポストを設置します。また、ホームページでも投稿いただけます。詳しくはホームページで。 

 

図書館の長い長い歴史の最終章。閉館か近づく時間に、弦楽三重奏の演奏を楽しみながら図書館の思い出を語り合いましょう。 

事前に募集した図書館の思い出やエピソードを紹介します。飛び入りで思い出を語っていただくのも大歓迎！ 

【日時】11月 6日（日） 午前 9時 30分～11時 45分  

【内容】布袋ふれあい会館にて布袋駅高架化の講義を受けた後、布袋駅に移動し鉄道高架の上り線・下り線 

ホームや留置線を見学します。（小雨決行） 

【集合場所】布袋ふれあい会館２階会議室   【講 師】山田 信夫氏（江南郷土史研究会）  

【対象者】どなたでも（小学生以下は保護者同伴）【定 員】20人（先着順） 【参加料】無料 

【申込み・問合せ】10月 23日（日）9：00～11月 5日（土）に電話または直接図書館へ 

【参加料】無料 

https://1.bp.blogspot.com/-00OxkKkBAFk/XzXk2V2J6sI/AAAAAAABamk/bQcMCNYq5XkGs5aEGUoU1dkBdoAg7pocACNcBGAsYHQ/s1600/gao_pose_woman.png


 

 総記・哲学・歴史・地理（００１～２９９） 

 考える人のメモの技術       下地 寛也／著 ００２ 

 歴史の本棚 加藤 陽子／著 ０１９．９ 

 ピンピン、ひらり。 鎌田 實／著 １５９カ 

 日本の仏様ご利益事典 塩入 法道／監修 １８６ 

 レンズが撮らえた幕末日本の事件史 日本カメラ博物館／監修 ２１０．５８ 

 大人の日帰り旅［２０２２］秋冬  ２９１．３ 

 社会科学・自然科学（３００～４９９） 

 政治のことよくわからないまま社会人になってしまった人へ      池上 彰／著 ３１２．１ 

 職場の困った人対応マニュアル                      援川 聡／著 ３３６．４ 

 あしたの防災学 神沼 克伊／著 ４５０ 

 スマホ脳の処方箋 奥村 歩／著 ４９８．３９ 

 技術・家政学（５００～５９９） 

 図解まるわかりメタバースのしくみ 波多間 俊之／著 ５４７ 

 ボトムス全書  ５９３．３ 

 柿のお菓子づくり 今井 ようこ／著 ５９６．６５ 

  産業・芸術・スポーツ（６００～７９９） 

 会社四季報業界地図 ２０２３年版 東洋経済新報社／編 ６０２ 

 交通事故保険金のカラクリ 山下 江／著 ６８１ 

 西洋アンティーク・ハンドブック 里文出版編集部／著 ７５６．８ 

 サッカーのルール 岡田 正義／監修 ７８３．４ 

語学・文学 （８００～９９９） 

 基礎からわかる論文の書き方 小熊 英二／著 ８１６ 

 中学教科書で大人の英語学びなおし！ 杉田 米行／著 ８３０ 

 シルバー川柳 １２ 全国有料老人ホーム協会／著  ９１１．４６ 

 ｉｎｖｅｒｔ 2 相沢 沙呼／著 ９１３ア 

 いつもの木曜日 青山 美智子／著 ９１３ア 

 ハヤブサ消防団 池井戸 潤／著 ９１３イ 

 れんげ出合茶屋 泉 ゆたか／著 ９１３イ 

 爆弾犯と殺人犯の物語 久保 りこ／著 ９１３ク 

 マル暴ディーヴァ 今野 敏／著 ９１３コ 

 首取物語 西條 奈加／著 ９１３サ 

 英雄 真保 裕一／著 ９１３シ 

 オリンピックを殺す日 堂場 瞬一／著 ９１３ト 

 小説の小説 似鳥 鶏／著 ９１３ニ 

 若葉荘の暮らし 畑野 智美／著 ９１３ハ 

 スクープの犬 平沼 正樹／著 ９１３ヒ 

 探偵と家族 森 晶麿／著 ９１３モ 

 方舟 夕木 春央／著 ９１３ユ 

 絵本のことば詩のことば 内田 麟太郎／著 ９１４ウ 

 出てこい海のオバケたち 椎名 誠／著 ９１５．６シ 

 老神介護 劉 慈欣／著 ９２３リ 

 その昔、N 市では マリー・ルイーゼ・カシュニッツ／著 ９４３カ 

 翼っていうのは噓だけど フランチェスカ・セラ／著 ９５３セ 

 セピア色の回想録 赤川 次郎／著 B９１３ア 

 珈琲屋の人々 ［５］ 池永 陽／著 B９１３イ 

 殺しへのライン アンソニー・ホロヴィッツ／著 B９３３ホ 

（２０２２／９／１２ ～ ２０２２／１０／８） 

※一部のみのご紹介となります 新着図書案内 

＜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。 


