令和2年3月1日発行
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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

大野コミュニティカフェ
（大原地域）
やまゆり苑（勝田地域）
～あなたの地域に本を届けます～

開館時間：9時30分～18時 （中央・作東・英田・東粟倉館）

出張図書館

10時～17時 （大原・勝田館）
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中央図書館のみ開館予定

※休館日

いろんな図書館に
行ってみよう！！
おはなし会
3月1日（日） 10時～11時 大原図書館（ぽけっと）
3月11日（水） 10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
3月14日（土） 10時～11時 中央図書館（にじの会）
3月14日（土） 10時～11時 東粟倉図書館 ※おりがみ教室もあります。
3月21日（土） 14時～15時 作東図書館（かぼちゃの馬車）

昔話をたのしむ会
3月22日（日） 11時～12時 中央図書館（みまさか民話の会ほっこり）

造形あそび広場
3月8日（日） 10時30分～16時30分 東粟倉図書館 カプラブロックで自由に遊ぼう♪

・・・たのしい イベント いろいろ・・・・・
図書館ぐるっとスタンプラリー
気になるあの病気から自分を
守る！ 感染症キャラクター
図鑑
いとうみつる/イラスト
症状や感染経路、予防や
治療の方法などを、わかりや
すく解説。毎年流行するあ
の病気や家族みんなでうつる
病気から自分を守るための
超入門書です。

～3月29日（日）

市内の図書館をまわってスタンプを集めよう！本を借り
るとスタンプが1つ、イベントに参加すると3つもらえます。

市内図書館

ガチャくじに挑戦
3月1日（日）～3月29日（日）

図解 健康になりたければ家の
掃除を変えなさい

期間中に5冊以上本を借りるとガチャガチャに挑戦で

松本 忠男/著

きます。（景品がなくなり次第終了。）

インフルエンザ、花粉、カビ、ダニ
etc. 汚れの種類ごとに、どんな
道具や洗剤を用いれば、効果的
に病原体を除去できるのか？
【健康になれる正しいお掃除】を
部屋別にわかりやすく解説してい
ます。

作東図書館

くじ引き
3月3日（火）～3月29日（日）

感染症の世界史
石 弘之/著
人類を苦しめる感染症の
正体を暴く問題作!!最強
の感染症=エボラ出血熱を
人類は押さえ込めるのか!?

卒業

きます。（景品がなくなり次第終了。）
英田図書館

少女は卒業しない
重松 清/著
「わたしの父親ってどんなひ
とだったんですか」ある日突
然、十四年前に自ら命を
絶った親友の娘が僕を訪
ねてきた。悲しみを乗り越
え、新たな旅立ちを迎える
ために、それぞれの「卒業」
を経験する家族を描いた
四編。著者の新たなる原
点。

図書館の本を
ご活用くださ
い

期間中に5冊以上本を借りるとガチャガチャに挑戦で

朝井 リョウ/著
廃校が決まった地方の高
校、最後の卒業式。少女
たちが迎える、7つの別れと
旅立ちの物語。恋愛、友
情、将来の夢、後悔、成
長、希望-。青春のすべて
を詰め込んだ、珠玉の連作
短編集。

新着・おすすめ本
一般書
清く貧しく美しく
石田

衣良/著

山岳捜査

この冷たい世界に怯みそうになっても、

吹雪の北アルプスでの壮絶な捜索行。

う嵐の夜は、ある日突然にやってくる。

その果てに明かされた真実とは──。

恋愛小説の名手が描く、現代の切実な

山岳小説と警察小説の面白さを融合し

恋の行方。

た著者新境地のミステリー！

御社のチャラ男
絲山

笹本 稜平/著

二人でいれば大丈夫。だけど、荒れ狂

大人のカタチを語ろう。

秋子/著

伊集院 静/著

チャラ男って本当に

大人になりたい人々、大人になりきれな

どこにでもいるんです。

い者たちへ、作家・伊集院静が、成長す

一定の確率で必ず。

るため、生きていくために必要な「カタ

すべての働くひとに贈る、

チ」を示すエッセイ集。

新世紀最高“会社員”小説

ミヤザキワールド

図解ポケット

─宮崎駿の闇と光─

SDGsがよくわかる本

スーザン・ネイピア/著

松原恭司郎/著

"アニメ・クイーン"の異名をとる米タフツ

DGsの17の目標を詳しく解説し、企

大学教授が、「ルパン三世 カリオスト

業がSDGsを経営戦略に組み込もうと

ロの城」から「風立ちぬ」まで11の長編

する際に、どの目標に取り組むべきか、

と漫画版『風の谷のナウシカ』を徹底解

組み込むためにどのようなアプローチ

剖。宮崎氏本人とジブリ関係者への取材

をとればよいかを紹介。

も踏まえ、魅力の源泉に迫る。

乾物便利帖

老いてこそデジタルを。
若宮

星名 桂治/著

正子/著

界最高齢のアプリ開発者で、「世界

山海の恵み92種300余品目の乾物を取

が尊敬する日本人」にも選ばれた著

り上げ、その由来、製法、産地と産地ご

者・マーチャンのデジタル入門書。

との多彩な銘柄、保存と利用法（食べ

人生100歳時代を生きるシニアたち

方）、栄養、レシピ等々、万般に及ぼす。

に、84歳のマーチャンが、新しい生
き方を提案

コンビニ おいしい進化史
吉岡

秀子/著

１号店誕生から約50年をひとつの区
切りとし、コンビニジャーナリスト
がヒット商品作りの舞台裏を、セブ
ンイレブン･ファミリーマート･ロー
ソンの商品開発部に徹底取材。

クラシック音楽を10倍楽しむ 魔
境のオーケストラ入門

齋藤 真知亜/著
“N饗”の愛称で知られる、NHK交響
楽団。1986年に入団し、今日まで
ヴァイオリニストとして活躍してきた
著者による、初めてのオーケストラ本。

児童書
10にんのせんにん
佐々木

いらっしゃい

マキ/著

せな けいこ/著

山の上に仙人が住んでいた。ふもとの

方から「うーんうーん」と、だれかが

やおやさんには、なすや、ばな

困っている声が聞こえる。仙人がふも

な。魚やさんには、たこや、
かに。おかしやさんには、おだんごや、ケーキ……。

とに降りて行くと･･･。

「いらっしゃい」「まいどあり！」という元気なくりか
えしの言葉も楽しい絵本。

ジュマンジ

北斎の絵本

C.V.オールズバーグ/著

結城 昌子/著
1993年刊行以来、超ロングセ

ジュマンジ。

ラー！毎年版を重ねる大人気アート

それは、退屈してじっとしていられな

絵本シリーズの日本編が登場。

い子どもたちのための、世にも奇妙な

こどもの可能性をぐんぐん伸ばすヒ

ボードゲーム。何も知らずに、軽い気

ントがいっぱい！

持ちでゲームを手に取った姉弟の運命
は……？

かいけつゾロリ スターたんじょう
原

霧見台三丁目の未来人

ゆたか/著

緑川 聖司/著

ゾロリは、イシシとノシシにかわいい女

霧見台には「霧男」という都市伝説があ

の子をくわえ、アイドルグループをつ

る。「霧男」は、霧の日にあらわれて、

くって大もうけをたくらむ。はたして、

出会うと何か、その予言をしてくれる男

そのアイドルをブレイクさせて、ゾロリ

の人のことだ。千尋たち文芸部はこの

は世界的音楽プロデューサーになれるの

「霧男」が未来人ではないかと推測し始

か……！？

めるが……。

国立天文台教授が教える

ぼくたちのだんご山会議

ブラックホールってすごいやつ

おおぎやなぎ ちか/著

本間 希樹/著

ぼくの町のはずれには、だんご山

世界で初めてブラックホールの撮影に

と呼ばれて親しまれている山がある。
ある日そこにテーマパークができる
ことがわかり…。

成功した、国立天文台教授が、摩訶不
思議な<宇宙の謎>をユーモラスに解
説！

戦場の秘密図書館
これがきっかけ！
ノーベル賞ずかん

マイク・トムソン/著
シリア内戦下の町ダラヤ。政府軍によ
り封鎖され、日常的に空爆される中、

物理学賞、化学賞、生理・医学賞、
文学賞、平和賞、経済学賞の６部門
ごとにそれぞれの受賞へといたる
きっかけのエピソードを、楽しいイ
ラストとともに紹介。

如何に人々が瓦礫の中から本を救出し、
地下に図書館を作り、本を読むことに
よって救われ、絶望的な状況を生き抜
いたかを描いた感動のノンフィクショ
ン。

