令和2年8月20日発行
（第51号）

～あなたの地域に本を届けます～

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

やまゆり苑（勝田地域）
大野コミュニティカフェ
（大原地域）

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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（蔵書点検にともなう休館）東粟倉図書館 9/3（木）～9/9（水）
勝田図書館 9/10（木）

いろんな図書館に
行ってみよう！！
おはなし会
9月6日（日） 10時～11時 大原図書館（ぽけっと）

9月9日（水） 10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
9月12日（日） 10時～11時 中央図書館（にじの会）

■休館日

お願い
・おはなし会スタッフはマスク、
飛沫ガードを着用しています。
参加される方もマスクの着用を
お願いします。
・人と人との距離は１ｍ以上
あけましょう。
ご協力よろしくお願いします。

9月26日（土）10時～ 東粟倉図書館 ※おりがみ教室もあります。

造形あそび広場
9月13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♪

※行事・日程等は新型コロナウイルスの影響で中止、変更となる場合があります。

閲覧コーナーや学習スペースの利用など、長時間の滞在を一部制限しています。
引き続き、感染防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

図書館のホームページのデザインが変わり、新たに便利な機能「Ｍｙ本棚」が追加されました。

「Ｍｙ本棚」の便利なところ

「Ｍｙ本棚」って
なに？？

・図書館ホームページの自分専用ページの中で、これから読み
たい本などを記録することができます。
・これまでに借りた本の履歴を保存することができます。
これは
便利！

「Ｍｙ本棚」を利用するには・・・
利用者番号（利用者カード裏の番号）とパスワードが
必要です。
パスワードがわからない、利用方法がわからない、など困った
ことがありましたら図書館にお問い合わせください。

防災について考えよう
9月1日は「防災の日」です。もしもの時のこと、考えてみませんか？

どっちを選ぶ？ クイズで学ぶ！
自然災害サバイバル 全３巻

シニアのための防災手帖
三平 洵/著

木原実/監修

被災地に足繁く通い、高齢者の

災害が起きたときの正しい対応を、ク

被災現状を知り尽くしたプロが、日

イズ形式で学べる！オールカラー・総

常の備えから災害時に役立つ知

ルビの紙面で、やさしく防災知識を身

識までを、わかりやすいイラストとと

につられます。

もに解説した一冊。

自衛隊防災BOOK 1・2

クックパッド防災レシピBOOK

マガジンハウス/編
いざというときに私たちを助けてくれ

台風で！ 地震で！ 豪雨で！

る危機管理のプロ・自衛隊のノウハ

電気・ガス・水道……ライフライン

ウを初公開！災害時や日常生活

が寸断!!

に役立つ100のテクニックを収録。

イザというときのための
キッチン防災術＆調理アイデア集。

インターネット予約、カウンターでの予約などで最寄りの図書館へ本を取り寄せることが出来ます！
ぜひご利用ください♪

新着・おすすめ本
一般書
じんかん
今村 翔吾/著

一人称単数

仕えた主人を殺し、天下の将軍を

村上 春樹/著

暗殺し、東大寺の大仏殿を焼き尽

「一人称単数」とは世界のひとか

くすー。民を想い、民を信じ、正

けらを切り取る「単眼」のこと

義を貫こうとした」青年武将は、

だー。6年ぶりに放たれる、8作か

なぜ稀代の悪人となったか？

らなる短篇小説集。

ボニン浄土
消滅絶景

宇佐美 まこと/著

ナショナル ジオグラフィック/編

1840年、気仙沼から出航した五百石

失われた絶景、絶滅した動物、消え

船・観音丸は荒天の果てに、ある島に

てしまうかもしれない風景を写真で

漂着する。そこには、青い目をした先

旅する。消滅の瀬戸際にある場所、

住者たちがいた。彼らは、その地を

危機から回復した場所なども紹介。

「ボニン・アイランド」と告げたー。

むすぶと本。

女帝 小池百合子

『さいごの本やさん』の

石井 妙子/著

長い長い終わり

コロナに脅かされる首都・東京の

野村 美月/著

命運を担う政治家・小池百合子。

店主の急死により、閉店フェアをする

女性初の都知事であり、次の総理

ことになった幸本書店。そこに現れた

候補との呼び声も高い。しかし、

のは、高校生・榎木むすぶだった。

われわれは、彼女のことをどれだ

“本の味方！”榎木むすぶが繋ぐ本と

け知っているのだろうか。

人のビブリオミステリー。

ミニマリスト
スマホの中を片付ける

もちぷるレシピ

柳瀬 久美子/著

飯島 彩香/著

日本人女性を虜にする魔法の食

スマホを効率よく使いこなすと、

感、「もちもち」&「ぷるぷ

人生が変わる。読みながらすぐ

る」を楽しむお菓子とデザート

出来る５１の活用術を紹介。

レシピ集。

世界一やさしい「やりたいこと」
の見つけ方
八木 仁平/著
「何かやりたいけれど、何をやればい
いか分からない」やりたいことの見つ
け方が3STEPで体系立てて理解でき
る、自己理解の教科書。

教養として学んでおきたい
ビートルズ
里中 哲彦/著
これからビートルズを本格的に聴い
てみたい人たちに向けられた入門書
であり、かつ彼らの偉業をさまざま
な見地から考察してみたい人たちの
ための再入門書。

児童書
きんぴらきょうだい

あかいしろくま

大島 妙子/絵

柴田 ケイコ/作

どこかなつかしい香りのユーモア

大人にも人気の「しろくま」

あふれるお話を楽しみながら、自

シリーズ第6弾！「だいすき

然に野菜と仲良くなれる一冊。

なあかいたべもののなかには

巻末には、にんじんとごぼうに関

いってみたら、どんなかんじ

するやさしい解説つき。

かな？」読み聞かせにもぴっ
たりのユーモア絵本！

うれしいぼんおどり
ぼくらはもりのダンゴムシ

種村 有希子/絵

まつおか たつひで/作

ゆいちゃんは、お空から

精緻な絵で、夜行性であるダ

帰ってくるおばあちゃんを

ンゴムシの昼間は見られない

おむかえする準備をします。

リアルな生態がわかる絵本！

日本の伝統行事を紹介した
物語絵本。

貸出禁止の本をすくえ！
アラン・グラッツ/作

かいけつゾロリのレッドダイヤ
をさがせ！！
原 ゆたか/作

ある日、わたしの大好きな本が図書室か
ら消えたのが、このお話のはじまりだっ
た―内気で、いつでもいいたいことをい
えずにいたエイミー・アンだったが、貸
出禁止騒動をきっかけに、友だちの助け
を借りながら行動をおこしはじめる。

おたからの大きなレッドダイヤが
ぬすまれた！

あやしいパンダや、

パン職人、昆虫サーカス団の団長
などとともに、ゾロリたちも犯人
とうたがわれて……

じりじりの移動図書館
廣嶋 玲子/ほか著

国旗大図鑑

あなたの前に、とつぜん現れるの
国旗には国の歴史と「大切に

は、移動図書館「ミネルヴァ号」。

していること」が表れている。

『ぐるぐるの図書室』『ぎりぎり

世界の国旗を、正確な比率で

の本屋さん』を描いた児童文学作

50音順に一国一見開きで紹介。

家５人が、それぞれの作品に不思
議なブックカーを登場させ、本に
まつわる5色の物語をつむぐ。

手作りスライムと
こむぎねんどの本

水害の大研究
河田 惠昭/著

Jamie Harrington/ほか著

水害が起こる原因やしくみを解

スライム、こむぎねんどなど、

説するとともに、水害に対して

べたべた、ねばねば、ぐにゃぐ

どのようなそなえをすればいい

にゃ（Ooey, Gooey）したもの

のか、また、いざというとき命

を作るレシピが101本掲載され

を守るためにどう行動すべきか

た子ども向けの書籍。

を、わかりやすく紹介。

