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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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（蔵書点検に伴う臨時休館）

■ 休館日

東粟倉図書館 11月27日（土）～12月2日（木）

□ 大原・勝田休館日

（年末年始の休館日） 12月29日（水）～1月3日（月）

いろんな図書館に
行ってみよう！！
おはなし会

おはなし会スタッフはマスク、

12月5日（日）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）

す。参加される方もマスク

12月8日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）

の着用をお願いします。

12月8日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）
12月11日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）
12月18日（土）14時～15時 作東図書館（タンポポ）

絵本とコーヒー

東粟倉

12月5日（日）・18日（土）
10時～16時

造形あそび広場

飛沫ガードを着用していま

東粟倉

12月5日（日） 10時～16時
カプラブロックで自由に遊ぼう♪

地域おこし協力隊が運営するコミュニティ
スペースがオープン！ちょっと休憩していきま

掲載の行事日程等は、感染予防のため変更

せんか？

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

定 期 巡 回 場 所 （時間）

第１・３金曜日

12/3 . 12/17
第１・３土曜日

12/4 . 12/18
第２・４土曜日

12/11 . 12/25
第２・４日曜日

12/12 ．12/26

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。

図書館のクリスマス
クリスマスイベントします！
作東

サンタさんからのメッセージを
お届けします♪

作東

クリスマスガチャ

英田

12月7日（火）～12月26日（日）

クリスマスビンゴ！

本を借りて手作りのガチャガチャをしよう。

12月1日（水）～12月26日（日）

12月1日（水）～12月26日（日）
本を借りてビンゴを達成しよう！

サンタさんが選んでくれた本、どんな本かな？
帰ってからのお楽しみ！

わくわくクリスマス♪ 気分が盛り上がるクリスマスの本を紹介します。
ぜったいに あけちゃダメ？
ビル・コッター/さく

ラップルさんの
アイデア・パーティ
ラップルさん/著

いたずらモンスターのラリーが

クリスマスやバースデイなど、９

持っているのは大きなプレゼン

つのアイデア・パーティーを紹介。

トの箱。なにが入ってるんだろ

身近にある材料で作れるアイテム

う?

やギフトの包み方がわかる！

クリスマスかぞえうた
西村 敏雄/さく
クリスマスのいろいろを、1から
10の数字を数えながら楽しみま
しょう。サンタさんは、何を持って
来てくれるかな?

新着・おすすめ本
一般書

徳川埋蔵金はここにある

舞風のごとく

鯨 統一郎/著
あさの あつこ/著

大学生の安田学と気鋭の歴史学者・

筆頭家老の後嗣である樫井透馬は、大火

喜多川教授が通う場末のバー。そこ

に見舞われた藩地に有効な救済策を講じ

で美人バーテンダーのミサキ、自

られない上層部に苛立ち、側近の少年た

称・歴史学者の村木老人との歴史談

ちと独自に救済に乗り出すが……。

義から歴史の新事実が披露されるシ
リーズ第二弾。

民王 シベリアの陰謀

かぞえきれない星の、その次の星
池井戸 潤/著

重松 清/著

第二次内閣を発足させたばかりの武藤

大切で大好きな相手であればあるほど

泰山は、目玉として指名した環境大臣

いまは会えない。父と娘は、画面越し

が発症すると凶暴化する謎のウイルス

で会話する。「天の川の両岸」ほか、

に冒され、窮地に陥る。泰山は、息子

雑誌「小説 野性時代」掲載作に書き下

の翔と秘書の貝原らとともにウイルス

ろしを加えた、全11篇を収録。

の謎に迫る！

正義の天秤 1・2

ぷっくりクッキーと
大門 剛明/著

かわいい焼き菓子たち

創設者を喪って以来、経営が下降の一

ｍocha ｍocha/著

途を辿る名門・師団坂法律事務所。

型を使わず、生地を丸めて作るクッ

助っ人として招聘された弁護士の鷹野

キーを紹介。さらにパウンドケーキ

和也は、死刑求刑不可避な裁判で、死

やブラウニーなどのお菓子やパフェ

刑を回避すると言い出した！ 9月放送

などの喫茶店メニューも掲載。ラッ

のドラマ原作のリーガル・ミステリ。

ピングアイデアなどのコラムも充実。

最近、地球が暑くてクマってます。

野菜はやわらかく

水野 敬也/著

煮るほどおいしい
飛田 和緒/著
かたい根菜も丁寧に時間をかけて煮
ると、やわらかく優しい食感に。老
若男女すべての方に優しい、じっく
りと火を入れて作る野菜の料理を、

「あの～、言いづらいんですけど、レジ
袋有料化じゃ温室効果ガスぜんぜん減ら
ないんですよ（笑）」北極に住むシロク
マの親子が教える、世界一わかりやすく
て楽しい地球温暖化対策本！

シンプルな材料と手順で紹介。

100万回死んだねこ
覚え違いタイトル集
福井県立図書館/著
「とんでもなくクリスタル」「おい桐島、
お前部活やめるのか？」SNSで話題の、
福井県立図書館による利用者の「覚え違
いタイトル」の実例と図書館司書による
回答をイラスト付きで紹介した本。

センスを磨く!住宅デザインの
新ルール リフォーム・家具編
リフォーム、リノベーションを考
えている人のために、デザインは
もちろん設計や施工のノウハウを
大公開。さらに家具の選び方・デ
ザインの仕方なども豊富な写真や
図面・イラストと共に解説！

児童書

めんめんレース
くすのきだんちの

くわざわ ゆうこ/著
さあ、めんめんレースのはじまり！

おとなりさん

いっとうしょうになるのは どのめん

末崎 茂樹/絵
くすのきだんちの管理人、もぐ

かな？ うどんにラーメン、焼きそば、

らのもぐが裏庭で見つけた、大

そうめんなど、子どもたちの大好き

きな靴の中からリリリリリ…♪

な麺がたくさん出てくるにぎやかな

と小さな声が聞こえて……。心

お話。

が和む、くすのきだんちの秋の
夜のお話。

きらきらぼし

はにわくん
ようふ ゆか/絵

まつなが もえ/さく

世界中で親しまれている童謡の

転校してきたはにわくんは、困ると

「きらきらぼし」が絵本に。歌

石みたいに固まるし、ずっと手をあ

詞に合わせたストーリー仕立て

げているから授業で誰も発表ができ

で、ページをめくりながら歌っ

ない。プールの時間も音楽の時間も、

たり、おやすみ前の読み聞かせ

転校生のはにわくんに、ぼくの学校

にも最適な絵本。

のみんなは驚かされることばかり…。

のりものいっぱい
浦中 こういち/作

消えゆくくらしのモノ事典

消防車やバス、工事車両など、子

「昔のくらしの道具事典」に続く、

どもに身近な車がページいっぱい

昭和の終わりから平成時代に活躍

に登場。好きな車を眺めたり、運

していたのに、最近あまり見かけ

転している“くまさん”を探した

なくなったモノたち。いつの間に

りして楽しめる「はじめてののり

か消えゆく様から、社会の変化を

もの絵本」。

探る。

もしも動物と話せたら？

あそんでまなぶ

ジェイソン・ビッテル/著

はじめてのおかねえほん
キャッシュレス時代だからこそ子

ことばを話すのは本当に人間だ

どもたちに教えたい、お金の基礎

け？ 視線やにおい、鳴き声など、

知識がわかりやすくまとまった一

動物たちが取っているコミュニ

冊。クイズやパズルなど、参加型

ケーションの方法や内容を、イラ

のしかけで遊びながら学べる初め

ストともにやさしく解説。

ての「お金教育」絵本。

海について知っておくべき

ながれぼしのランドセル
光丘 真理/作

100のこと
ながめるだけで理解できる「イン
フォグラフィックス」の手法で、
海でみられる自然現象や生き物の
生態、航海術・造船技術や海洋汚
染など、幅広いトピックスを解説。

友だちののぶやくんが大事にしてい
た下じきを傷つけてしまっただいす
け。もし自分が大事にしているラン
ドセルが同じ目にあったらゆるせな
い。のぶやくんはどうしたらゆるし
てくれるだろう？ 小学1年生の友情
と成長の物語。

