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「勘太くん、お誕生日おめ
でとう！お兄ちゃんやお姉
ちゃんに負けずに沢山食べ
て、沢山遊んで逞しく育っ
てね。」
甲植木区（喜仁・麻美）

大西  勘太ちゃん

●対 象 者　平成 21年 12月生まれの赤ちゃん
●必要なもの　赤ちゃんの写真（ふりがな付きの
氏名、生年月日を裏書。）、保護者のメッセージ
（50字以内、居住区、保護者の氏名、電話番号
を明記）

※ここで掲載された写真や氏名などは、須恵
町ホームページの中の「広報すえ」で公開され
ますので、その旨了解の上お申し込みください。

　なお、写真は返却しません。
●締 切 日　10月 29日（先着 10人まで）
●問合せ先　まちづくり課　☎ 932-1153
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（Ｈ21．10．15生まれ）

♥あかちゃんおはなし会（毎月第３木曜日）
　10月 21日・11月 18日
　（０・１歳：10：20～　２・３歳：11：00～）
★おはなし会（毎月第２・３土曜日 14：00～）
　10月９日・16日・11月 13日・20日
◆工作教室　11 月 27 日（土）　14時～

図書館だより
☎９３２-６３６４

　世界中の人が食べている米のほと
んどが白米だが、赤や黒や紫色、香
りのある米もある。
　米の色によるイネの違いや、赤米・
黒米の育て方、ペットボトルでの栽
培方法、食べ方などを紹介。

あかちゃん絵本

　やせっぽちの少年ジュベルの住む
町では、死刑執行人がとても名誉あ
る地位にある。ジュベルは、父のあ
とを継いで死刑執行人になるため、
奴隷のテル・ヒサニと試練の旅に出
かけるが…。
　どんなに救いのない世界にいても
希望は花開くことを伝えてくれる本。

ヤングアダルト

児童書
　ねこさんがくつはいて、とっとこ
とっとこ。次はありさん、とっとこ
とっとこ。ぶたさんもかえるさんも
とっとことっとこ。色々な動物が、
とっとことっとこと、リズムよく駆
けていく絵本。

「赤米・黒米の絵本」
いたにとみお／編
農山漁村文化協会

「とっとことっとこ」
まついのりこ／作

童心社

「くじけないで」
柴田トヨ／著
飛鳥新社

「人生、いつだってこれから」
98 歳の詩人、トヨさんがつむぎ出
すみずみずしい言葉の数々。
　『産経新聞』の連載「朝の詩」に
掲載された 35 点を中心に、平成
15 年から 22 年までの作品を集め
た処女詩集。

一般書

町立図書館の10月の推薦図書

目指せ　図書館司書 !!

「お誕生日おめでとう！い
つも元気な笑顔でみんなを
明るくしてくれてありがと
う！健やかにのびのび育っ
てね！」
山の神区（貴宏・郁江）

田中  千陽ちゃん

（Ｈ21．10．26生まれ）

（Ｈ21．10．１生まれ）

上野 愛優花ちゃん

（Ｈ21．10．17生まれ）

「お誕生日おめでとう♥四
人兄弟の末っ子でとても甘
えん坊の明樹。元気に大き
くなってね★みんな明樹が
大好き♥」
昭穂区（正樹・あずさ）

「♥お誕生日おめでとう♥
愛優の笑顔はめっちゃ可愛
い♥これからも元気いっぱ
いの可愛い愛優でいてね
♥」
上須恵区（悟・遥菜） 印は休館日です。開館時間 10：00～18：00
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　須恵中学校と須恵東中学校の生徒たちが、８月 24日～
８月 27日の４日間、図書館に職場体験に来ました。
　窓口業務のほかに、本や新聞の整理、お薦め本の紹介や
団体貸出など、様々な仕事のお手伝いをしてもらいました。
　初めは緊張した様子だった生徒たちも、徐々に慣れてい
き、笑顔で来館者に対応できるようになりました。
　これらの体験を通じて、仕事の厳しさと共に楽しさを感
じて欲しいと思った４日間でした。

古澤  明樹ちゃん

「やせっぽちの死刑執行人」
上下巻

ダレン・シャン／著
小学館

今年は 「国民読書年」 です
　「国民読書年」とは、社会生活の中で読書の楽しさと価
値を生き生きと蘇らせようという社会活動であり、読書を
通して、言語力を高めようという特質もあります。
　また、文化の日を中心とする前後２週間は「読書週間」
です。そこで、当図書館でも“としょかんまつり”でさま
ざまなイベントを行う予定です。詳細は、13 ページをご
覧ください。

11月
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10月

（Ｈ21．10．１生まれ）

江見  星満ちゃん

（Ｈ21．10．８生まれ）

「誕生日おめでとう !! 笑っ
ても泣いていてもかわいい
おっくん、家族みんなの幸
せです♥元気にのんびり
育ってね」
須恵区（貴志・正美）

「私達のところに生まれて
きてくれてありがとう。こ
れからも元気いっぱい大き
くなってね。愛してるよ★」
大島原区（孝幸・恵美）

吉原  怜央ちゃん

（Ｈ21．10．１生まれ）

山内  琉叶ちゃん

（Ｈ21．10．４生まれ）

「お誕生日おめでとう♥優
しくておりこうな美菜ちゃ
ん。これからも美唯ちゃん
と仲良く元気に育ってね。」
須恵区（真佐夫 ･純子）

「ルカくん、お誕生日おめ
でとう！優しく、たくまし
い元気な男の子に育ってく
ださい。」
長礼区（くみこ）

淵  美菜ちゃん

淵  美唯ちゃん
「誕生日おめでとう。これ
からも笑いのたえない５人
家族でいようね♥いっぱい
大きくな～れ !!」
上須恵区（孝明・愛）

「お誕生日おめでとう♥毎
日笑顔でかわいい美唯ちゃ
ん。これからも美菜ちゃん
と仲良くスクスク成長して
ね。」
須恵区（真佐夫 ･純子） （Ｈ21．10．10生まれ）

大西 虎太朗ちゃん

（Ｈ21．10．１生まれ）

★ としょかんまつり ★
◎「ブックリサイクル」10 月 23 日、24日
●「閉架書庫オープン」10 月 31 日
★「おはなしリレー」10 月 30 日
　午前の部：11時～　午後の部：14時～
◆「科学あそび教室」11 月３日　14時～
　※要事前申込
＊詳細は、13ページに掲載しています。


