
中央図書館　　　TEL 72-1135 東粟倉図書館　　TEL 78-3650

作東図書館　　　TEL 75-0007 大原図書館　　　TEL 78-3111

英田図書館　　　TEL 74-3104 勝田図書館　　　TEL 77-1111

開館時間：9時30分～18時　（中央・作東・英田・東粟倉館）

　　　　　10時～17時　（大原・勝田館）
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　休館日

～あなたの地域に本を届けます～

大野コミュニティカフェ（大原地域） やまゆり苑（勝田地域）

　　（※８月１６日（金）は都合により中止となりました。）

課題図書の利用方法について【８月３１日（土）まで】

夏休み期間中、課題図書は利用が多くなります。必ず守って利用をお願いします。

・貸出は一人２冊まで。 ・貸出期間は１週間（延長はできません）。

・利用対象は小学生～高校生までです。

令和元年8月1日発行

（第38号）

『花火の大図鑑』
迫力と華麗さで人々の心を魅了する夏の風

物詩、花火。全国各地で行われている花火

大会の写真とともに、打ち上げ花火の作り

方や打ち上げ方を解説し、花火の歴史・鑑

賞のポイントなども紹介する。



期間：7/23（火）～8/31（土）

市内の図書館で本を借りて、スタンプを押してもらおう！

冊数に関わらず、１日１回の貸出でスタンプを１つ押します。

集めたスタンプの数によって、 があります。

図書館で借りた本を読んで、読書手帳に記録しましょう。

１０冊または２０冊達成で、認定証と記念品がもらえます。

手帳の準備数がなくなり次第、配布は終了します。

8/３（土）　 10時～11時 中央図書館　（にじの会）

8/4（日） 　 10時～11時 大原図書館　（ぽけっと）

8/7（水）  　10時～11時 英田図書館　（お話きしゃポッポ）

8/17（土）　14時～15時 作東図書館　（かぼちゃの馬車）

― 中央図書館 ― ― 東粟倉図書館 ―

8/1（木）～8/17（土） 　　8/17（土）　10時～11時

図書館の本を使って宝物を手に入れよう！ 　　季節のおはなしと、おりがみで

　　『きんぎょ』を折ります。

― 東粟倉図書館 ― ― 作東図書館 ―

　　7/23（火）～8/25（日）開館時間内 8/3（土）　10時～　/　14時30分～

　①科学あそび…スライムを作ってみよう！ 「インクレディブル・ファミリー」（120分）

　②工作あそび…貯金箱をつくってみよう！

― 中央図書館 ―

― 大原図書館 ― 8/4（日）　10時～　/　14時～

　　7/27（土）～8/25（日）の土日限定 「怪盗グルーのミニオン大脱走」（90分）

　①科学あそび…スライムを作ってみよう！
どのイベントも無料で参加できます。



　②工作あそび…『はらぺこあおむし』の

　　　　　　　　うでどけいを作ってみよう！

どのイベントも無料で参加できます。

詳しくは、各図書館へお問い合わせくだ

さい。



シニアのための防災手帖
足腰が弱く、体力にも不安を抱えるシ

ニア層が安全に避難し、命を守るため

には日頃の備えが必要。「災害関連

死」や「災害直接死にも繫がる避難行

動」などから、シニアの命を守るため

に必要な50のポイントをまとめる。

希望の糸
東野 圭吾/著

死んだ人のことなんか知らない。あた

しは、誰かの代わりに生まれてきたん

じゃない-。ある殺人事件で絡み合う、

容疑者そして若き刑事の苦悩。書き下

ろし長編ミステリー。

大人だからこそ忘れないでほ
しい45のこと 齋藤 孝/著

本当の大人は、いつまでも子どものような

素直な気持ちを持っているもの。「自分の

知識、経験を一度は疑う」「他人の時間を

大切にする」など、いつまでも軽やかに生

きていくために、今一度心に留めていたい

大切なことを伝える。

旧友再会
重松 清/著

年を重ねると増えていく「再会」の機

会。再会は、一度別れたからこそのも

の。どう別れたかで、再会の仕方も変

わってくる。会いたい人、会いたくな

い人、忘れていた人…。全5編を収録。

農家ごはんと旬野菜レシピ
枝元 なほみ/著

枝元なほみが日本全国、旬の野菜の産地

を訪問し、その場で収穫から料理までを

お手伝い。とりたて野菜を使った、産地

の農家のおすすめの食べ方や、枝元なほ

みが考案した「旬レシピ」を紹介します。

ノーサイド・ゲーム
池井戸 潤/著

大手自動車メーカーのエリート社員・

君嶋は工場の総務部長に左遷され、ラ

グビー部のゼネラルマネージャーを兼

務することに。ラグビーの知識も経験

もない君嶋が、お荷物社会人ラグビー

チームの再建に挑む。TBSドラマの原

作。

家康謀殺
伊東 潤/著

信長、秀吉、家康ら、天下人が仕掛け

る情報戦。翻弄された男たちの悲運と

は-。桶狭間合戦から大坂の陣までを

鮮烈に描いた戦国小説集。表題作をは

じめ全6篇を収録。

マキ流やめていい家事
マキ/著

洗濯機は何回もまわしません。朝は4枚の皿洗いしかしませ

ん…。家族がハッピーになる手抜きなら、どんどんやって

いい! 家仕事が嫌いな著者が、家事の無駄を省くヒントを伝

えます。チェックリストつき。

夏のあそびコレクション★
小倉 和人/監修・執筆

0〜5歳の子どもの発達を踏まえて考え

られた、夏のあそびが満載。あそびの楽

しいポイントや、どのような育ちにつな

がるのかを示し、子どもが更に夢中に

なって楽しめるあそびの展開を紹介する。

新着・おすすめ本

しあわせしりとり
益田 ミリ/著

子供の頃の思い出、見ることのない未来、こ

ぼれ落ちる日々…。あんなこと、こんなこと

が、しりとりのように連鎖する、益田ミリの

エッセイ集。

一般書



なって楽しめるあそびの展開を紹介する。 が、しりとりのように連鎖する、益田ミリの

エッセイ集。

イチからつくるポテトチップス
岩井 菊之/編

イチからポテトチップスをつくってみよう! 加

工用のジャガイモでポテトチップスをつくる工

程を写真とともに解説。油糧用ヒマワリの栽培

や植物油の自給率、海水からの塩づくりなども

説明する。

親子で遊べる

昆虫知育ぶっく

昆虫たちの生態を写真で紹介すると

ともに、昆虫が登場するめいろや、

まちがいさがしなどを掲載。ひらが

なやアルファベットなども遊びなが

ら楽しく学べる知育ブック。

おおかみさんいまなんじ?
中川 ひろたか/文

夜中の12時になったら、おおかみが

追いかけてくるよ。よい子のひつじさ

んたち、くれぐれも気をつけるように

ね…。幼稚園・保育園で人気の伝承遊

び「おおかみさんいまなんじ?」を題

材にした絵本。

こんどこそは名探偵
杉山 亮/作

探偵・ミルキー杉山といっしょに謎解きを

楽しみ、犯人を当てよう! バイト先で起

こった「ひっこしてつだい事件」「ミス・

ラビットにはかなわない」など、3つの事

件を収録する。 さわれるまなべるうみ
の いきもの

ナタリー・シュー/絵

海の世界を探検しよう! ざらざら

したサメの皮フ、でこぼこのカメ

のこうら、きらきらひかる魚のう

ろこ…。指先でさまざまな感触を

楽しみながら、海の生きものにつ

いて学べるしかけ絵本。

ストーリーでわかる!はじめての将棋ナビ☆

将棋の世界を案内する入門書。だんだんと将棋の魅力にハマっ

ていく小学生の女の子・陽菜のストーリーと、ルールなどを解

説した初心者向けのレッスンで、楽しみながら将棋に親しめる。

将棋にまつわるコラム、将棋用語集も収録。

児童書

999ひきのきょうだいの
ほしをさがしに

村上 康成/絵

999匹のかえるの兄弟が夜空を眺めて

いると、小さな星がスーッと流れてい

きました。星の弟が落ちた! 迷子に

なっちゃう! みんなで落ちた星をさが

しずかな魔女
市川 朔久子/

作 「しずかな子は、魔女に

向いている」という文章の出てくる

本を探しています-。不登校の草子は

毎日を過ごす図書館で、はじめてレ

赤鬼のオニガワラ・ケンは、地獄カンパニーのサラリーマ

ン。お盆になり、亡者たちが里帰りしてからっぽになった

地獄では、年に一度の大掃除をします。地獄の釜も、針山

も、こころを込めてみがきます。

そうめんソータロー
岡田 よしたか/作・絵

そうめんのソータローは、夏はどこ

に行っても人気者。でも、寒い冬に

は、だれにも食べてもらえない。活

躍の場所をさがして、ソータローは

旅に出る…。そうめん研究家と絵本

作家のコラボによって生まれた痛快

ストーリー。

オニのサラリーマン
じごくの盆やすみ

富安 陽子/文



きました。星の弟が落ちた! 迷子に

なっちゃう! みんなで落ちた星をさが

しに、出かけましたが…。999ひきシ

リーズの第5弾。

毎日を過ごす図書館で、はじめてレ

ファレンスを希望した。やがて司書

の深津さんから手渡されたものは…。


