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ブンさん

開館時間

火～金 10:00～20:00 土日祝 10:00～18:00

写生を楽しもう
10/16（土）10：00～12：00
図書館外・となりの公園など、お気に入りの場所を見つけて、
たべとるマルシェで販売される野菜をお描きください。
画材はお好きなものをご持参いただくか、
図書館で用意したものをお使いください。
子どもから大人まで、どなたでも参加できます。

ＫＩＤＳお仕事大作戦
10/17（日）
図書館玄関前
① お店 13：00～17：00
② お仕事体験 第 1 部 13：00～14：30 第 2 部 15：30～17：00
定 員 お仕事（10 組）、お仕事体験（各部 60 名ずつ） 要申し込み
市内の小学生を対象とした、お仕事体験イベントを開催します。
場 所 図書館外エントランス
申し込み・問い合わせ （一社）恵那青年会議所

050-6880-5570

パック
おうちで開ける本の小包。
10/29（金）～11/14（日）
エントランス
えなとの司書おすすめ本を、
タイトルや表紙を隠して小包にしました。
50 パック、なくなり次第終了します。

※イベントの日時・内容は変更または中止になる場合があります

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、
「誰一人取り残さない」
持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。2015 年の国連サミットにお
いて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げられ
ました。2030 年を達成年限とし、17 のゴールと 169 のターゲットから構成されています。

ＳＤＧｓ関連のおすすめ本
『未来を変える目標 SDGs アイデアブック』
Think the Earth/編著 蟹江憲史/監修
ロビン西/マンガ 出版社：紀伊國屋書店
分類：333.8/シ
SDGs(持続可能な開発目標)
についてわかりやすく、楽
しく学べる本。国連で決ま
った 17 個の目標と「未来を
変えたアイデア」を、インフ
ォグラフィックとテキスト
で解説する。

『2030 年の世界地図帳
あたらしい経済と SDGs、未来への展望』
落合陽一/著 出版社：SB クリエイティブ
分類：333.8/オ
2030 年に向けてのビジョン
を作るために必要なデジタ
ル地政学の考え方とは。
SDGs、GAFAM、中国、サード
ウェーブの世界を豊富な地
図やグラフで俯瞰し、わか
りやすく解説する。池上彰
との対談も収録。

司書オススメの新着本

この

本読んだ!?
『博物館の世界
教養として知っておきたい
学び直しに活かせる新しい鑑賞術と
厳選 20 館』
栗原祐司/著

出版社：誠文堂新光社

分類：069/ク

京都国立博物館の副館長にして、国内 6300 館を訪

ね歩いた博物館マニアでもある著者が、具体的な
博物館鑑賞術を紹介します。著者だからこそ語れ
る「京都博物館のひみつ」、ニッポンの行くべき博
物館 20 も掲載。

びぶりお定期便

市内の高校 4 校の先生、生徒の
おすすめ本を月替わりで紹介します。
今月は「恵那高等学校」です。

『人生で大事なことはみんなゴリラか
ら教わった』
山極寿一/著
出版社：家の光協会 分類：489.9/ヤ

世界的なゴリラ研究者である著者が、ジャングル
に入り間近で観察したからこそ分かった、野生のゴ
リラの魅力や現状を紹介しています。
力の弱い年下の子とも上手に遊ぶ子どもたちや、
楽しい時は声を出して笑ったり、顔と顔を合わせて
意思疎通を図ったりする様子は、私たちが忘れかけ
ていたものを思い出させてくれます。

今月の特集のお知らせ
2 階ふるさとギャラリー内新コーナー
「えなをもっと!え～なも情報センター」
1 階ぴっくあっぷ

「えなをもっと!
え～なも通信
～Vol.1 方言～」

「推し本～100 年後も
残したい！～」

恵那について、もっと知ってほしいという

「ぴっくあっぷ」は今回で

思いから、「え～なも通信」という調べものの

第 100 回を迎えます。

ガイドとなるパスファインダーを作成しました。
初回のテーマは、方言です。

そこで、100 年後にも残したい
“推し本”をご紹介します。
場所
期間

合わせて、恵那や岐阜県の
方言に関連する本も展示します。

ぴっくあっぷコーナー
10/1（金）～ 10/27（水）

場所
期間

10 月カレンダー
月

火

水

＊1階ぴっくあっぷ
「推し本～100年後も残したい！～」
10/1-10/27

28

4

5

休館日
11

18

7

13

20

休館日

＊認知症サポーター
養成講座
13：30-15：00

26

27

休館日

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

火～金
土日祝

日

＊えなとパック 10/29-11/14
場所：エントランス 50パック

1

2

3

＊小学生のための
おはなし会
13：30-14：00

8

14

15

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

19

開館時間

30

土

9

10

＊おはなし会
11：00-11：30

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00
＊ささゆりカフェ
14：00-15：30

25

金

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

12

休館日

木

第三日曜日は
恵那市読書の日

6

10/1（金）～ 10/27（水）

※開館時間、イベントの日時・内容は
変更または中止になる場合があります

＊2階ふるさとギャラリー
「えなをもっと!え～なも通信～Vol.1方言～」
10/1-10/27

29
Wi-Fi
使えます

2 階郷土資料室

10 時～20 時
10 時～18 時

21

22

16

17

＊たべとるマルシェ
10：00-12：00
＊写生を楽しもう
10：00-12：00
＊えなとおはなし会
13：30-14：00

＊KIDSお仕事大作戦
第1部
13：00-14：30
第2部
15：30-17：00

23

24

＊おはなし会
11：00-11：30

28

29

休館日
（図書整理日）

30

31

＊えなとパック
＊おはなし会
～11/14まで展示 13：30-14：00

恵那市長島町中野 2-2-5
TEL：(0573)25-5120
ＨＰ https://www.city.ena.lg.jp/enatosho/
mail library@city.ena.lg.jp

