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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

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

開館時間：9時30分～18時 （中央・作東・英田・東粟倉館）

とご協力をお願いいたします。

10時～17時 （大原・勝田館）
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（蔵書点検にともなう臨時休館） 10月29日（金）大原図書館
11月27日（土）～12月2日（木）東粟倉図書館

■ 休館日

□ 大原・勝田休館日

いろんな図書館に
行ってみよう！！
おはなし会
11月7日（日）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）

おはなし会スタッフはマスク、

11月10日（水）10時～11時 英田図書館（おはなしきしゃポッポ）

飛沫ガードを着用していま

11月10日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）

す。参加される方もマスク

11月13日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）

の着用をお願いします。

11月20日（土）14時～15時 作東図書館（かぼちゃの馬車）

ワークショップ「ちぎり絵」

作東

10月30日（土）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

造形あそび広場

ブックサロン

東粟倉

本好きな方、図書館好きな方、情報交

「ほっこり」による

東粟倉

開催中～11月26日（金）

11月13日（土） 10時～11時

どんぐりはゴールまでたどり着けるかな？みん
なでどんぐりの道をつくろう！

換しましょう！
東粟倉

どんぐりころころ

中央

掲載の行事日程等は、

11月7日（日） 10時～16時

昔話をたのしむ会

感染予防のため変更

カプラブロックで自由に遊ぼう♪

11月28日（日） 11時～12時

となる場合があります。

赤字は毎月の定期巡回日です

ぶっくる巡回
コース

今月の巡回日は･･･

巡回日程
第１・３金曜日

11/5 . 11/19
第１・３土曜日

11/6 . 11/20
第２・４土曜日

11/13 . 11/27
第２・４日曜日

11/14 ．11/28

定 期 巡 回 場 所 （時間）
梶並やまゆり苑（11:00～11:30）

※祝日は巡回しません

大野ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（13:30～14:00）

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）
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）
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）
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。

秋の読書週間イベント

第2回＠みらいぶ祭り
期間：開催中～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）

・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）

新着・おすすめ本
一般書

結 妹背山婦女庭訓 波模様

ペッパーズ・ゴースト
伊坂 幸太郎/著

直木賞&芥川賞W受賞作『渦』続編、

他人の明日が少しだけ見える力を持つ国

ついに刊行！

大島 真寿美/著

語教師・檀千郷は、女子生徒から奇妙な

「道頓堀には、お人

形さんがいてこそ、や」人形浄瑠璃

二人組・ネコジゴハンターが大暴れする

に魅せられ、人形浄瑠璃のために生

という自作の小説原稿を渡されて……。

きた人々の喜怒哀楽を描く群像時代

エンターテインメント長編！

小説。

転がる検事に苔むさず

透明な螺旋
直島 翔/著

東野 圭吾/著

夏の夜、若いセールスマンが鉄道の高

房総沖で見つかった男性の銃殺遺体。

架から転落した。自殺か、他殺か。戸

その失踪した恋人をたどると、関係者

惑う所轄署の刑事課長は、検事・久我

として天才物理学者の名が浮上し……。

周平に手助けしてほしいと相談を持ち

ガリレオシリーズ最大の秘密が明かさ

かける……。第3回警察小説大賞受賞作。

れる！ ガリレオシリーズ第10弾。

九十八歳。戦いやまず日は暮れず

かわいい古代

佐藤 愛子/著

譽田 亜紀子/著

『九十歳。何がめでたい』待望の続

歴史的な内容に加え、当時の生活を

刊！ 女性セブンに「毎日が天中殺」

想像させるような解説で、土器や土

として連載された21編を収録。今秋

偶、石器、装飾品などを紹介する。

98歳になる佐藤愛子が断筆宣言をし

遺物紹介としても、当時へ思いを馳

た「さようなら、みなさん」を収録

せるエッセイとしても読める一冊。

する最後のエッセイ集。

これってどうなの?日常と科学の間

ぼくはイエローでホワイトで、

にあるモヤモヤを解消する本

ちょっとブルー 2

かきもち/著

ブレイディみかこ/著

「不安に思っていること」「不思議に

中学生の「ぼく」の日常は、今も世

思っていること」を科学の視点で解消！

界の縮図のよう。暮らしの中で起こ

3匹の猫と一緒に「身近な科学のなんと

る様々な“事件”を通して、少年は

なくのモヤモヤ」を大切にしながら、発

大人へのらせん階段を昇っていく。

展し続ける科学との付き合い方を考える。

「親子の成長物語」、ついに完結。

栗のお菓子づくり
今井 ようこ，藤沢 かえで/著

藤井聡太論
谷川 浩司/著

和栗(国産栗)と、洋栗を加工したク

若き天才・藤井聡太のすごさとは？ その

リームやピュレを使ったお菓子の

謎を、史上最年少名人位獲得の記録を持

レシピを紹介する。フランス菓子

つレジェンドが自らの経験を交えながら、

ベースの洋菓子から、創作和菓子、

さまざまな角度から解き明かすとともに、

昔ながらのおやつなど多数のレシ

進化しつづける将棋の魅力を伝える。

ピを掲載。

児童書

かいじゅうたちはこうやって
どうぶつたちのあきの

ピンチをのりきった
新井 洋行/著

おたのしみって?

注射、くらやみ、仲間はずれ。みんな

デイヴィッド・ウォーカー/え
あきになるとすずしいかぜがふ

の前で話すこと。この世はこわいこと

いて、おいしいものがたっぷ

だらけ。不安や恐怖と共存する方法を、

り！ どうぶつたちのあきのごち

こわがりかいじゅうたちと一緒に考え

そうって？ 秋の彩りが美しく、

る。ドキドキ、ざわざわを味方につけ

動物たちの表情に心温まる、実

る、とっておきの方法とは？

りの秋の絵本。

いちにちだじゃれ
だじゃれって、おもしろいな～。

しろくまきょうだいの
おかいもの
serico/え

どうしていいたくなるんだろ

はりきっておつかいに出かけるノエ

う？ よーし、ぼくもいちにちだ

ルのことが心配な兄のポールは、

じゃれになってみよう！ 擬音の

こっそりついていくことに。下の子

面白さとユーモア満載の絵で読

のがんばりを描きながら、上の子の

み聞かせでも大人気の「いちに

気持ちにも寄り添う、心あたたまる

ち」シリーズ最新刊。

お話。

かわしま ななえ/え

ふしぎ文房具店の八雲さん
小川 彗/作

ねこと王さま しごとをさがす

いつもの通学路にあらわれた、見

お城がもえてしまったけれど、友

たことのない文房具店「白黒屋」。

だちのねこといっしょに町で楽し

店長の八雲さんは、一見風変わり

くくらしていた王さま。町でくら

な格好をしており、白と黒の対照

すお金のため、ふたりは、新しい

的なカラスたちとともに、悩みを

しごとをさがすことにして…？

ニック・シャラット/作・絵

かかえたお客さんを心待ちにして
いて……。

あんしんえほん

しらべるちがいのずかん

林 ユミ/絵

おかべ たかし/文
ゆで卵と生卵、塩と砂糖、辛いシ

病気・事故・犯罪……身近な危険

シトウと辛くないシシトウ……

から「自分を守れる子」になるた

色々なものの違いを探索し、「ど

めに、小学校入学前後に身につけ

こが、どうちがう？」をビジュア

たい42の習慣を紹介！

ルで読み解いていく、親子で楽し

ん・お母さんを応援するしつけ絵

める図鑑です。

本。

きのこのこのこふしぎのこ
新井文彦[ほか]/写真

お父さ

無人島の迷路
香川 元太郎，香川 志織/作・絵

シイタケ、シメジ、ナメコ、エリ

「遊んで学べる」迷路シリーズ最新

ンギ……食べておいしいキノコは、

刊。迷路や探し絵の問題にくわえて、

どのように育つ？ キノコの仲間は

海水を飲む方法、ロープの結び方な

どんなものがある？ 食べ物が自然

ど、サバイバルに役立つ豆知識も紹

の恵みであることに気付くととも

介され、何度でも楽しめる一冊。

に、自然界の多様性が感じられる、
食育にもおすすめの絵本。

