
お問い合わせ
北栄町図書館 (37-5515
北  条  分  室 (36-3219

※各イベントはいずれも無料 HPｱﾄﾞﾚｽ：http://www.e-hokuei.net/1312.htm

「幕末日本の挑戦！韮山反射炉と品川台場」

日 月 火 水 木 金 土 休館日

1

2 3 4 5 6 7 8 音読教室

9 10 11 12 13 14 15 １０:３０～１１:３０

16 17 18 19 20 21 22 おはなし会

23 24 25 26 27 28 29 北栄町図書館のみ10：30～

お気軽にご参加ください。 30 31

北栄町図書館・北条分室 共通

11月4日(金) 13：30～15：30

11月5日(土) 10：30～11：30 「おたのしみ　マグネットシアター」 出演：堀池 裕子さん、福光 伊佐子さん

10：30～12：00 「図書館なぞときスタンプラリー」 協力：鳥取短期大学図書館倶楽部

10：00～15：00 「読んで読んでのおはなしタイム」 協力：つくしんぼ

10：00～17：00 「クイズラリーでパズルを完成させよう！」 北条分室で開催します。

16：00～17：00 「大人の社会科見学」 　　※申込が必要です 閉架書庫を開放し、ご覧いただきます

11月6日(日) 10：30～ 「環境紙芝居＆バルーンであそぼう！」 出演：三村 龍二さん

13：30～14：30 「英語でおはなし会＆読みメンおはなし会」 出演：ハリス先生＆村尾先生

16：00～17：00 「ジョイフルコンサート」 出演：ゴスペルオーブ

期間中はブックリサイクルを常設しています。マイバッグご持参の上、お好きな本や雑誌をお持ち帰りください。

そのほか「文字・活字文化に関する本」の展示やシネマ上映も行います。お気軽においでください。

北条分室では１１月５日と６日の２日間「本でビンゴ！」を開催します。本を借りてビンゴを完成させよう！

場所：北栄町図書館　２階研修室

図書館まつり　１１月４日（金）～１１月６日（日）

「福本和夫を識る講座」
晩年の福本和夫　-その厳しさと誠実な素顔-

講師：内藤 裕子さん

13：30～15：30
「源氏物語」特別講座
恋愛文学としての『源氏物語』

講師：吉田 幹生さん
（成蹊大学文学部教授）

日時：１０月１５日(土)　１０：００～１１：００
10月の開館日

場所：中央公民館　（土下） ２階講堂

外国語指導員のハリス先生と、絵本を通してハロ
ウィンや英語を楽しみましょう。

あたまイキイキ音読教室

日時：１０月１９日（水）　１０：３０～１１：３０

隠し剣　鬼の爪 131分 永瀬 正敏、松たか子

ハロウィンだよ 英語でおはなし会
　　　　　　　　in　北条分室

10/30 長崎ぶらぶら節 115分 吉永 小百合、渡 哲也

韮山反射炉や品川台場の築造を手掛けた江川太
郎左衛門英龍の話を中心として、六尾反射炉や由
良台場についても解説します。

10/9 しあわせの隠れ場所 128分 サンドラ・ブロック

10/16 寅次郎と殿様 99分 渥美 清、真野 響子 

10/23

場所：北栄町図書館　２階研修室 日時 タイトル 時間 主な出演者

講師：工藤 雄一郎さん　（伊豆の国市 学芸員） 10/2 寅次郎純情詩集 103分 渥美 清、京 マチコ

図書館だより

郷土史入門講座　第2回 ビデオ鑑賞会 場所：北栄町図書館２階ＡＶ室
日時：毎週日曜日13：30～

毎月第１週と第３週は『男はつらいよ』シリーズ
を上映します。（下のタイトルは副題です）日時：１０月１５日（土）　１３：３０～１５：３０

10月号



 

友の墓の上で 赤川　次郎 ヒロシマに来た大統領 朝日新聞取材班

風を繡（ぬ）う あさの　あつこ くらべる東西 おかべ　たかし

異世界とチートな農園主３ 浅野　明 全47都道府県幸福度ランキング 東洋経済新報社

西一番街ブラックバイト 石田　衣良 地震イツモマニュアル ポプラ社

よっつ屋根の下 大崎　梢 子どもの心の育てかた 佐々木　正美

このあたりの人たち 川上　弘美 葬儀・法要・相続マナーと手続きのすべて 主婦の友社

ゆけ、おりょう 門井　慶喜 母からの解放 信田　さよ子

青い海の宇宙港（春夏篇）（秋冬篇） 川端　裕人

猿の見る夢 桐野　夏生 ビーカーくんとそのなかまたち うえたに夫婦

ジャッジメント 小林　由香 ときめく貝殻図鑑 寺本　沙也加

去就 今野　敏 坐骨神経痛は９９％完治する 酒井　慎太郎

クララ殺し 小林　泰三 わたしのマクロビオティックな暮らし めぐろ　みよ

刑罰０号 西條　奈加 武田康男の空の撮り方 武田　康男

柳に風【新・酔いどれ小籐次⑤】 佐伯　泰英

女子的生活 坂木　司 世界の美しいモスク 深見　奈緒子

エスカルゴ兄弟 津原　泰水 かんたんネットワーク入門 三輪　賢一

作家刑事毒島 中山　七里 もっと使える!ジップロックで暮らし上手 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

高山本線の昼と夜 西村　京太郎 掃除は「ついで」にやりなさい！ 新津　春子

ドッグファイト 楡　周平 赤子しぐさ 栗生　ゑゐこ

おおあたり 畠中　恵 ラクうま献立 市瀬　悦子

危険なビーナス 東野　圭吾

図書館ホスピタル 三萩　せんや 語れるニッポンの旅みやげ 交通新聞社

コンビニ人間 村田　沙耶香 いちばん親切な西洋美術史 池上　英洋

誇り高きのぼせもん 山口　信夫 ６歳から親子ではじめる書道教室 松川　昌弘

あしたの君へ 柚月　裕子 美しい和のガラス 齊藤　晴子

マシュマロ・ナイン 横関　大 ペパナプフラワーＢＯＯＫ 河出書房新社

ほんとうに危ないスポーツ脳振盪 谷　諭

強父論 阿川　佐和子 強く、潔く。 吉田　沙保里

川島隆太教授の脳トレ川柳 川島　隆太

賢治　詩の世界へ 三上　満 みんなにゴリラ 高畠　那生

夢の浮橋へ 井澤　宣子 スミソニアンに恐竜がやってきた！ ジェシー　ハートランド

東京會舘とわたし（上・下） 辻村　深月 ざしき童子のはなし 小林　敏也

九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 こうさぎクーとおにんぎょう みやにし　たつや

いもさいばん たじま　ゆきひこ

スマホ断食 藤原　智美

限界の正体 為末　大 これから戦場に向かいます 山本　美香

となりのイスラム 内藤　正典 図書館脱出ゲーム２（上・下） クリス　グラベンスタイン

ねこ禅 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 逆転！ドッジボール 三輪　裕子

堤清二　罪と業 児玉　博 風景の宝石箱　ｉｎ　Ｔｏｔｔｏｒｉ 加藤　將展

ニッポン島遺産 斎藤　潤 あなたの脳は一生あきらめない！ 奥村　歩

秘境路線バスをゆく　２ イカロス出版

小　　説 社会・教育

産業・芸術・言語

児　　童

歴史・地理 郷土・百歳文庫

その他の文学

総記・哲学

技術・料理・育児

自然科学・医学

絵　　本

※このほかにも、たくさんの新着図書があります

新着図書のご案内


