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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

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）

令和3年9月20日発行

（第64号）

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。

■ 休館日
□ 大原・勝田休館日

（蔵書点検にともなう臨時休館）

9月24日（金）～30日（木）（英田図書館） 10月5日（火）～10日（日）（作東図書館） 10月29日（金）（大原図書館）

9月30日（木）（勝田図書館） 10月12日（火）～16日（土）（中央図書館）

ブックサロン

10月16日（土） 10時～11時

本好きな方、図書館好きな方、情報交換し

ましょう！

いろんな図書館に
行ってみよう！！

おはなし会

10月3日（日）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）

10月9日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）

10月13日（水）10時～11時 英田図書館（おはなしきしゃポッポ）

10月13日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）

10月16日（土）14時～15時 作東図書館（タンポポ）

造形あそび広場

10月3日（日） 10時30分～16時30分

カプラブロックで自由に遊ぼう♪

東粟倉 東粟倉

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。

ワークショップ「ちぎり絵」

10月30日（日）13時30分～15時

新聞紙を使って「ちぎり絵」をしよう！

対象：小学生以上

作東
すいぞくかんをつくろう！

9月14日（火）～10月16日（土）

工作をしてとしょかんの中にすいぞくかんを作ろ

う！

英田

掲載の行事日程等は、

感染予防のため変更

となる場合があります。



巡回日程 定期巡回場所（時間） ※祝日は巡回しません

第１・３金曜日

10/1 . 10/15 梶並やまゆり苑（11:00～11:30） 大野ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（13:30～14:00）

第１・３土曜日

10/2 . 10/16
大吉ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（10:00～10:30） 勝田東小学校（11:10～11:40）

むさしこども園（16:00～16:30）

第２・４土曜日

10/9 . 10/23
旧粟井小学校（10:00～10:30） 大原公民館（11:30～12:00)

勝田ひまわりﾄﾞｰﾑ（16:00～16:30）

第２・４日曜日

10/10 ．10/24

豊国公民館（10:00～10:30） 旧巨勢小学校（11:15～11:45）

かつた市民センター（16:15～16:45）

赤字は毎月の定期巡回日です

今月の巡回日は･･･

雨天、強風など・・・
悪天候によりぶっくる号の運行を、急遽中止する場合があります。ご了承ください。

ぶっくる巡回
コース

第2回＠みらいぶ祭り

期間：2021年10月1日（金）～11月14日（日）

上記期間中、市内図書館でイベントを開催します。

イベント参加やぶっくる号を利用をするとスタンプがもらえる「イベント参加スタンプラリー」も同時開催！ぜひ市内の図書館をめぐっ

てスタンプを集めてください♪

（中央） ・ハロウィン展示 ハロウィンに関する本の展示と貸し出し。

10月1日（金）～10月31日（日）

・本でしりとり 本のタイトルでしりとりをしよう！

10月1日（金）～11月14日（日）

（作東） ・ＤｋＤｋゲームをしよう！ どんなゲームかお楽しみ♪

10月30日（土）、11月7日（日）

・オリジナルしおりを作ろう

10月16日（土）～11月14日（日）

（英田） ・釣りゲームをしよう！ 本を借りて釣りゲームをしよう！

10月30日（土）、11月6日（土）

・古本市 本、お譲りします！

10月16日（土）～11月14日（日）

（東粟倉） ・カウンターくじ 本を借りるとくじ引きが1回できます。

10月1日（金）～11月14日（日）

・紙コップで千切り大会 紙コップを細くほそ～く切れるかな？

10月1日（金）～11月14日（日）

秋の読書週間イベント



新着・おすすめ本

一般書

屋根裏のチェリー

吉田 篤弘/著

頭の中にいる小さなチェリーを唯一の

友に、古アパートの屋根裏に暮らすサ

ユリと、個性的で魅力的な登場人物が

織りなす待望の長編小説。『流星シネ

マ』と響き合う、愛おしい小さな奇跡

の物語。

ヴァイタル・サイン

南 杏子/著

看護師として働く素野子は、ある時、休

憩室のPCでプロとして口にしてはなら

ないはずの看護師の本音が投稿されてい

るSNSアカウントを見つけて――。話

題作『いのちの停車場』著者の最新作。

QUEEN

麻生 幾/著

機上でのテロを排除する特務警察

「スカイマーシャル」の兼清と矢島

は、不審者<QUEEN>の犯行が予測さ

れた米国行きの旅客機に搭乗。だが、

機内で遺体が発見され……。

名画のドレス

内村 理奈/著

衣裳を知れば、絵画鑑賞はもっと楽

しい！ フリルやレースなど18～

19世紀の姫たちの装いの秘史を辿

る。花飾りや真珠、扇からわかる項

目別の服飾史や、見開きに拡大した

刺繍などをオールカラーで紹介。

奇跡の瞬間!空の絶景100選

太陽や雲、虹など、空の絶景を厳選

して紹介する本。紹介される大気現

象が起こる理由もわかりやすく解説。

これを読めば、散歩が楽しくなるこ

と間違いなし!

聖刻

堂場 瞬一/著

大物司会者の息子が、元恋人を殺害し

たと出頭。彼は犯行を認めるも動機を

語らず、家族はネット上の誹謗中傷に

悩まされていた。加害者家族への悪意

と戦いながら捜査を続ける捜査一課の

女性刑事・晶だったが……。

白飯サラダ

今井 亮/著

ごはんがすすむ味のしかけがある

から、ひと口食べれば、箸が止ま

らなくなる！ 米好きな日本人の

ためのサラダを紹介。手軽に野菜

を食べられるサラダからドレッシ

ングまで全105品のレシピを掲載。

オーラの発表会

綿矢 りさ/著

大学一年生の海松子(みるこ)は、他

人に興味を抱いたり、気持ちを推し

はかったりするのが苦手。なのに、

気づけばアプローチを受けていて

……。他人の気持ちを読めない女子

の、不器用で愛おしい恋愛未満小説。

渡る世間にやじ馬ばあさん

橋田 壽賀子/著

名脚本家・橋田壽賀子が60年代から現

代までに著書や様々な媒体で発進した言

葉を厳選して紹介する。最期のことばと

なったメッセージも収録。

暮らしが変わる時短家事

かおり/著

フォロワー21万人を超えるインスタグラ

ムアカウント「暮らしの教科書」を持つ

作者が、時短家事のためのノウハウを

ギュッと濃縮して紹介する。



児童書
街どろぼう

junaida/絵

山の上にひとりきりで住む巨人が、あ

る晩、ふもとの街におりていき、一軒

の家をこっそり持ち帰るが……。

『Michi』『の』『怪物園』の

junaidaが送る、巨人の小さな物語。

こうじしてます こつこつこーん

くにすえ たくし/絵

みどりまちでは大きなテーマパーク

の工事中。大型クレーンで吊り上げ

られる巨大な物体の正体は!? ペー

ジをめくる度にわくわくする、働く

くるまの活躍シーンがたくさんの絵

本。

山火事のサバイバル 1

ポドアルチング/作

ジオとケイはノウ博士に頼まれ、

博士の妹がいるアメリカに向かう。

そこで山の付近で花火ショーを楽

しむ姉妹と出会い……。山火事の

危険と環境にもたらす影響がよく

わかる！

開廷!こども裁判

山崎 聡一郎/原案

ある小学校で、裁判のしくみを体

験することができる「こども裁判

制度」が導入されることに。小6の

未織はひどい悪口を言われ、こど

も裁判相談員の藤間くんから「裁

判を起こそう」と提案されて……。

みんなのためいき図鑑

村上 しいこ/作

授業参観にむけて、たのちんの班

は「ためいき図鑑」をつくること

に。たのちんは保健室に登校して

いる加世堂さんに参加してもらい

たくて…。家族や友達との関係に

ゆれる子どもの気持ちを、鮮やか

に描いた物語。

ハニーレモンソーダ

はの まきみ/著

中学生のときまわりから“石”と呼

ばれていた羽花が、レモン色の髪の

男の子・界と出会って、世界が変わ

る――! あまくはじける青春初恋ラ

ブストーリー!! 同名映画のノベライ

ズ版。

旅をしたがる 草木の実の知恵

盛口 満/文・絵

実がおいしいのも、ベタベタする

のも、トゲトゲなのも、ドンブラ

コと波に乗るのも、風に飛ばされ

るのも、ぜんぶタネに旅をさせる

ための草木の実の知恵！ いろい

ろな木の実を紹介する本。

青く塗りつぶせ

阿部 夏丸/作

小さな島に暮らす小6のセイは、

ある時同級生のカイトが親の残し

た借金に苦しめられていることを

知る。ピンチを救おうと同級生の

ミナミが海で集めた物や生き物を

ネットで売ることを提案。彼らの

挑戦がもたらすものとは――？

どすこいすしずもう

サーモンざくらのひみつ

アン マサコ/作

海をこえてノルウェーからやっ

てきた「サーモンざくら」。ま

じめでひかえめな性格だが、お

いこまれると……。アニメ化も

決定した絵本シリーズ最新刊。

おおきなかべがあったとさ

広瀬 克也/絵

ある日、とつぜん目の前にあら

われた高い高いかべ。とても越

えられそうもないかべだったけ

れど、知恵と勇気で乗り越える。

次々と高くなっていくかべ…あ

なたならどうやって乗り越え

る？


