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＜今月のおすすめ本＞

中央図書館：086-955-0076
赤坂図書館：086-957-2212
熊山図書館：086-995-1273
吉井図書館：086-954-9200

ホームページ：https://www.akaiwa-lib.jp
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かいかん

開館カレンダー としょかん やす ひ

は図書館が休みの日

中央図書館
【児童書】 【絵本】

赤坂図書館
【絵本】

熊山図書館
【児童書】 『はじめてのハムスター

そだてかたブック』
三輪 恭嗣／監修

（西東社）

かわいいイラストとマンガで、
ハムスターの育て方をわかりや
すく紹介した本。ハムスターの
気持ち、仲良くなる方法、病
気・ケガ・事故の予防＆対処法
などを解説するほか、種類も毛
色もひと目でわかるハムスター
図鑑も掲載。

吉井図書館
【絵本】

『とんかつのぼうけん』
塚本 やすし／作
（ポプラ社）

かつどんになりたくないとんか
つが、かつどん屋さんから逃げ出
した！かつカレー、かつサンド、
とんかつ定食になってみようとす
るけれど…？思わず笑ってしまう、
ユーモアあふれるたべもの絵本。

かいかんじかん

【開館時間】
ぜんかん ごぜん じ ごご じ

全館 午前10時から午後6時
ちゅうおうとしょかん まいしゅうもくようび

※中央図書館の毎週木曜日
ごご じ かいかん とうめんちゅうし

午後8時までの開館は当面中止

『ねずみさんのパンツ』
ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ／作

（ブロンズ新社）

パンツをなくしたねずみさんは、しろくまさんと一
緒にパンツを探します。どんぐりマークのチェックの
パンツなど、穴の開いたページから色々なパンツが現
れる楽しい しかけ絵本。

『世界の魔よけ図鑑』
三国信一・土谷輪／監修 本作り空Soｌa／編
（岩崎書店）

「悪いもの」が人々を攻撃することを防ぎたいと願う、
おまじないのひとつ、魔よけ。身近にあるお守りやお札、
節分の豆やひな人形など、日本につたわる魔よけと、世界
各地の様々な魔よけを、たくさんの写真とともに紹介する。
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『いろんなのりもの
どうなってるの？』
and EIGHT／作
（交通新聞社）

乗り物の中はどうなって
いるの？レスキュー車、蒸
気機関車、タンクローリー
…。ページを横に広げると、
いろんな乗り物の内部の様
子がわかる。めくると「な
るほど！」と納得できる、
楽しい しかけ絵本。

秋です。「読書の秋」です。
秋にぴったりの本が、
みんなを待ってるよ！



あたら はい ほん

＜新しく入った本＞ ８月２１日～９月２０日受入分

＜イベントのおしらせ＞
○ブックんのお楽しみ袋 ○としょかんめぐりスタンプラリー

期間：１０月１８日（火）～ 期間：１０月１８日（火）

どんな本が入っているかな？ ～１１月３０日（水）
中央 ５０袋
赤坂・熊山・吉井 各館２０袋 市内の図書館で本を借りて
なくなり次第、終了します。 スタンプを集めよう！

３館以上で「しおり」をプレゼント

○おやこdeらくご山陽亭
日時：１０月１６日（日） 午後２時～
場所：中央図書館 多目的ホール

定員：親子２５組（先着順）
中央図書館へ申し込んでください。

☆イベントの詳細は、館内チラシ、図書館ホームページ、

広報あかいわを見てね。

＜読んでみて！～学校図書室から～＞

◇ 祝 バーコード貸し出し開始

北小は２学期からついに、

バーコードでの本の貸し出しが
始まりました。初日から大盛況！
「お店みたい！」と好評です。

さて、秋におすすめなのが『ほしじいたけほしばあたけ いざ、せんにんやま

へ』です。サルノコシカケと早口ことば対決をするところが最高潮！３回繰り返し
言えたら合格です。ぜひ挑戦してみてください。
もう１冊は『だいじょうぶくん』です。

一歩踏み出せないキミに「だいじょうぶだよ」と寄り添ってくれるぬいぐるみが
いたら…自分の気持ちが自然にほぐれていく本です。

『ほしじいたけ 『だいじょうぶくん』

ほしばあたけ』 魚住直子／作
石川基子／作 朝倉世界一／絵

（講談社） （ポプラ社）

今月は、山陽北小学校だよ

あたら はい えほん

＜新しく入った絵本＞

【訂正とお詫び】
図書館だより９月号掲載の
＜新しく入った本＞及び
＜新しく入った絵本＞の
本のある図書館に誤りが
ありました。
正しくは、右記のとおり
です。

熊山 吉井

ハッピーになれる!おまじない ○

法律がわかる!桃太郎こども裁判 ○

どっちが強い!?ミズダコvsノコギリエイ ○

食糧危機のサバイバル ○

石は元素の案内人 ○

野ばらの村の山のぼうけん ○

新しく

入った本

新しく

入った絵本

本のある

図書館タイトル

中央
ちゅうおう

赤坂
あかさか

熊山
くまやま

吉井
よしい

SDGsのサバイバル 韓　賢東／絵 ○ ○ ○

星空をながめて 関口　シュン／作 ○

マンガでもっとうまくなるバスケットボール 加賀屋　圭子／監修 ○

タイピングにやくだつはじめてのローマ字　1・２ 大門　久美子／編著 ○ ○

おかあちゃんにきんメダル! いどき　えり／さく ○ ○

笹森くんのスカート 神戸　遙真／著 ○

のはらクラブのちいさなおつかい たかどの　ほうこ／作 ○

ガリレオの事件簿　1 東野　圭吾／著 ○ ○

5年1組ひみつだよ 吉野　万理子／作 ○
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吉井
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あいうえオノマトペぱぴぷぺぽいっと! 石上　志保／文 ○

ごろんずっしりさつまいも いわさ　ゆうこ／さく ○ ○ ○ ○

なぞなぞでおばけやしきたんけん 石津　ちひろ／文 ○

ひめさま!じいがかぜをひいたでござる 丸山　誠司／作 ○ ○

キーウの月 ジャンニ・ロダーリ／作 ○

どうぶつたちのハロウィーンって? アン・ウィットフォード・ポール／ぶん ○

もぐらもぐもぐ かんの　ゆきこ／さく・え ○
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