うき♪
うき★

神社ＤＥおはなし会
10 月 8 日（土）10:00～11:00
場所：長野水神社 雨天時は社務所にて実施 定員 50 名程度（要予約）
秋の読書週間
「読書スタンプラリー」 実施期間 10 月 18 日～11 月 27 日まで
「♯私のおすすめの本 in うきは」募集期間 10 月 16 日まで
「司書の POP で本」掲示期間 10 月 20 日～
「ティーンズ POP コンクール」 募集期間 11 月 11 日まで
「読書週間ぬりえにチャレンジ」掲示期間 11 月 29 日～12 月 22 日

２０２2 年（令和 4 年）

お問い合わせは図書館カウンターまたは TEL77-3050 まで

「先祖探偵」
新川 帆立／著

大人むけ

風子は母と生き別れてか
ら 20 年以上、野良猫の
ように暮らしてきた。東
京の谷中銀座の路地裏で
ひらいている探偵事務所
には、様々な先祖の調査
依頼が舞い込み…。

「腹を割ったら血が出るだけさ」
住野

よる／著

高校生の茜寧は、友達や
恋人に囲まれ充実した
日々を送っている。しか
しそれは、
「愛されたい」
という感情に縛られ、偽
りの自分を演じ続けると
いう苦しい毎日だった。

「いきぬけ!サバンナのどうぶつ」
鎌田

歩／作

瀬尾

子どもむけ

「おおきいちいさい」
ちひろ／作

「小さな星の本」

従妹のおちかの出産前、
最後に受け入れた語り手
は商人風の老人と目の見
えない彼の妻だった。老
人はかつて暮らした村で
おきた「ひとでなし」の
顛末を語りだす。

今月の上映会

「痛み・しびれが消える決定版きくち
体操」

菊池

秋のカシオペヤ座、冬の
オリオン座…。美しい星
空写真とともに、四季
折々の星座と星座の話、
世界各地の星空絶景、星
にまつわる美術や文学を
紹介。

「押す図鑑ボタン」
西村

・ボランティアによるおはなし会 １・8・15・22 日（土）１１：００～１１：２０
・おひざだっこのおはなし会（０～３歳向け） 18 日（水）１１：００～１１：１５

まさゆき／編・著

寝たきり人生を防ぐ! や
ればやるだけ体が生き返
る! 脳と体のつながりを
呼び覚まし、よりよく生
きるために自分で自分の
体を育てる

「ひみつの地下図書館

「フームにおいますねー。」レディー
にやさしくスイートボテトが大好き
なおしりたんていが助手のブラウン
とともに、どんな事件もププッと解
決！第 43 話～46 話まで収録。

1」

「きんだーてれび おはよう！

アビー・ロングスタッフ／作

コケコッーさん ３」

お屋敷で使用人として働
く 10 歳の女の子、タリ
ー。屋敷にかくされた暗
号を、2 歳の時にはぐれ
たママの記憶をたよりに
解いたタリーは、秘密の
地下図書館を見つけ…。

乗り物のボタンをはじ
め、レストランの注文ボ
タンや家の中のボタンな
ど、思わず「ポチッ」と
押したくなるボタンを写
真や図とともに紹介。

「かきごおり」

「おしりたんてい １４」
SDGｓ
10 月 2 日（日）
１４：００～１５：３０

和子／著

10 月

１４：００～１５：１５

子だくさんのお母さん、コケッ
コーさんが家族と繰り広げる、
毎日のお話。時々起こる事件や
トラブルも持ち前の明るさと優
しさで乗り越えていきます。

「スネークダンス」

石津 ちひろ／作
とびっきりでっかい冷
たいかきごおり! その
かきごおりを食べにき
たのは…? リズムのよ
いことばとのびやかな
絵で、読み聞かせにぴ
ったりな絵本。

佐藤

16 日（日）

まどか／作

住みなれた土地を離れて引
っ越してきた東京でも、スケ
ッチしながら歩いていると、
忍者のような姿の人が、スプ
レー缶を持ちダイナミック
に落書きしている。なんだこ
れ？！芸術と出会う喜びと
挑戦を描く青春小説

「ハロウィン」

「西郷どん

１」

10 月 9 日（日）
１４：００～：１５：５５
徳川の世を終わらせ、明治維新を
成し遂げた西郷隆盛の波乱万丈な
人生を描いた大河ドラマ「西郷ど
ん」総集編。少年から青年へと成
長していく立身出世青春編と絶望
から再生する南国奄美編。

「西郷どん
10 月

２」

23 日（日）

１４：００～１６：１０
徳川の世を終わらせ、明治維新を成し
遂げた西郷隆盛の波乱万丈な人生を
描いた「西郷どん」総集編。激動の幕
末を生きる革命編と大久保利通と決
別し西南戦争に至るまでの晩年を描
く完結編。

〒839-1497
福岡県うきは市浮羽町
朝田 582-1
TEL:0943-77-3050
FAX:0943-77-3220

一般書 「食欲の秋！」
児童書

（ ３ 階 小 ホ ー ル ）

うきは市立図書館

Ｄ Ｖ Ｄ

毎月テーマを決めて本を展示します。
あなたの気になるテーマはありますか？

みゆき／著

渡部 潤一／監修

カブトムシ、アリ、スイ
カ、サクランボ…。
「おお
きい」
「ちいさい」と比べ
ながらページをめくって
みましょう。赤ちゃんと
一緒に楽しめる切り絵の
絵本。

☆今月の特集展示☆

宮部

まいこ／著

中学 3 年のときに、人の
心を読めるという特殊な
能力に気づいた大学生の
匠。ところが、バイト先
で出会った常盤さんは、
匠に心を開いてくれなく
て…。

かわ でみずあびして
いる親子のゾウ、ペー
ジを めくるとどうな
るかな? サバンナに
いき るどうぶつたち
がい っぱいのしかけ
絵本。

たけうち

「よって件のごとし」

「掬えば手には」

「 お ら お ら で 「竜と
ひとりいぐも」 そばかすの姫」

うきは市立図書館
ホームページ
※機種によっては読み込めない
場合もございます

