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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）
図書館HP
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■ 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

再開をおまち
ください！

2月に予定していたおはなし会は、感染予防のため
中止させていただきます。

造形あそび広場

東粟倉

2月6日（日） 10時～16時
カプラブロックで自由に遊ぼう♪

絵本とコーヒー

東粟倉

コースターをつくろう

東粟倉

としょかんガチャ

英田

1月29日（土）～2月24日（木）

2月1日（火）～２月27日（日）

毛糸でコースターをつくってみよう！

本を借りるとガチャガチャができます。

作東図書館お宝くじ

作東

雑誌の付録プレゼント

中央

2月6日（日）・19日（土）

2月1日（火）～２月27日（日）

2月1日（火）～2月27日（日）

10時～16時

作東図書館で本を借りて、図書館お宝くじ

本を5冊以上借りると、雑誌の付録が当た

をもらおう！

るくじ引きができます。

当選番号発表は3月3日（木）です。

期間中、1人1回まで。

地域おこし協力隊が運営するコミュニティ
スペース。ちょっと休憩していきませんか？

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。

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

2/4 . 2/18
第１・３土曜日

2/5 . 2/19
第２・４土曜日

2/12 . 2/26
第２・４日曜日

2/13 ．2/27

定 期 巡 回 場 所 （時間）

※祝日は巡回しません

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）

豊野公民館（16:00～16:30）
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）

がんばって！受験生

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。

受験に役立つ本を紹介します。

夢を叶えるための勉強法
鈴木 光/著
TV出演多数の東大生・鈴木
光による初の著書！夢や目

自宅学習の強化書
葉一/著

標を叶えるための効率的な

自宅学習のメリット、

だ1冊。

学びのメソッドを詰め込ん

習慣化の方法、自分に

小論文これだけ！書き方
応用編
樋口 裕一/著

合った勉強法など、中

書くネタとあわせて身につ

学生をメインターゲッ

ければ、受験対策は万全！

トとして伝える。

この１冊で「書き方」を極
めよう！

芥川賞・直木賞が決定しました！
受賞作品・ノミネート作品は以下の通りです。
【芥川賞】

☆ブラックボックス
砂川 文次/著

【直木賞】

★塞王の楯 今村 翔吾/著
★黒牢城 米澤 穂信/著

★マーク→所蔵あり
☆マーク→購入予定

（ノミネート作品）

（ノミネート作品）

我が友、スミス 石田 夏穂/著

★同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬/著

Schoolgirl 九段 理江/著

★新しい星 彩瀬 まる/著

☆オン・ザ・プラネット 島口 大樹/著
☆皆のあらばしり 乗代 雄介/著

★ミカエルの鼓動 柚月 裕子/著

予約、取り寄せが
できます♪

新着・おすすめ本
一般書

フェイクフィクション

真夜中のマリオネット
知念 実希人/著

刑事の鵜飼は、男性の首なし死体が

殺した遺体をバラバラにする殺人鬼「真

発見された事件の捜査を開始する。

誉田 哲也/著

夜中の解体魔」に婚約者を殺された救急

一方、元キックボクサーの河野は、

医の秋穂。患者の涼介がその殺人鬼だと

同じ職場の美祈に一目惚れするが、

刑事に告げられるが、涼介は「罠にかけ

彼女は新興宗教団体に関係しており

られただけだ」と涙を流して訴え……。

……。

マンモスの抜け殻

現代生活独習ノート
相場 英雄/著

津村 記久子/著

独居老人の孤独死が多発する団地で、

キラキラはしていなくても、冴えない

介護施設経営者が殺される事件が発生。

日常は、案外愛しく、悪くない。短編

事件をきっかけに幼馴染だった担当刑

の名手が贈る、私たちの“今”が詰

事、介護施設職員、被害者と会ってい

まった物語。「レコーダー定置網漁」

た投資家が再会。容疑者となった旧友

「台所の停戦」「イン・ザ・シティ」

を救うため、刑事が駆ける！

など、8つの短編を収録。

常識のない喫茶店

ごはんもお酒もすすむ!
僕のマリ/著

絶品おねこ食堂

「働いている人が嫌な気持ちになる人

おねこ/著

はお客様ではない」――そんな理念が、

レシピサイト・Nadiaで大人気の

この店を、わたしを守ってくれた。喫

「おねこ」初のレシピ本。冷蔵庫に

茶×フェミニズム…店員たちの小さな

あるものでさっと作れて、とびっき

抵抗の日々を描く、溜飲下がりまくり

りおいしい! ごはんにも合う絶妙な

のお仕事エッセイ！

味付けの180レシピを収録。

ハニオ日記 Ⅰ 2016-2017

はるあんのベストおやつ

石田 ゆり子/著

はるあん/著

「日々は続いていく。悲しみも喜びも飲

最小限の材料と手間で、コツもなし、
でも100％おいしい！

み込んで。そして今日も朝日は昇るので

「おいし

す」女優石田ゆり子が5年間に渡ってイ

さ」と「カンタン」が両立する親切

ンスタグラムで点描し続けた日々の記録。

レシピ。YouTubeチャンネル登録

彼女と動物たちの「なんでもない」毎日。

者数85万人越えの注目の料理家の
レシピ本！

説明組み立て図鑑

コロナ戦記
山岡 淳一郎/著
なぜ日本は新型コロナの感染を食い止め
られないのか。2020年初頭、集団感染
の発生した病院やダイヤモンド・プリン

犬養 壮志/著
元駿台予備校のカリスマ講師が教
える、どんな人でも「確実に伝わ
る」「説得できる」そんな説明が

セス号から、第五波までの約700日間、

できる型を、わかりやすいイラス

各地の対応現場を克明に取材。現場の声

ト図解で紹介！

からあるべき対応を模索する。

く書き方も掲載。

話し方だけでな

児童書
あさごはんのたね

ペロペロ おさらくん

小林 由季/作・絵

まるやま なお/著

野菜は、どこで、どんなふうに

お皿くんにかかれば、どんな料理も

育って、おいしいあさごはんに

おいしく食べられる！ ところが、お

なっている？

皿くんの頭が割れてしまい大ピンチ。

子どもたちに「食」の大切さを

みんながお皿くんを直そうとしてく

伝え、「農業」に興味を持って

れるけれど……。

もらえる絵本。

よるくまシュッカと

警察のウラガワ

ゆきのおふとん
逮捕はほとんど朝って本当？ 取調

エミリー・メルゴー・ヤコブセン/絵・文

ふゆのほしのもりへ、すてきな

室のカツ丼代は自腹？ 警察官は恋

たびを！名前を呼ぶ、身体を

人ができるとすぐに身辺調査をされ

くっつけるなど、北欧の幼児教

る！？ 学校では教えてくれない、

育と瞑想の呼吸法をもとにした

お仕事の“ウラガワ”が知れるシ

仕掛けで、読むとリラックスし

リーズ、警察編。

てぐっすり眠れる絵本。

でんしゃ

どう解く？
やまざき ひろし/ぶん

おおきなしゃしんでよくわかる！

「どうして学校に行かなければな

迫力満点の写真と、わかりやすい

らないの？」「どうしてお金の貸

解説で電車のことがよくわかる！

し借りはいけないの？」など、

言葉を覚えるころから、知識を深

「答えのない問題」を小学生と池

めるころまで楽しめる、子どもが

上彰、中川翔子、松岡修造など著

初めて読む図鑑にぴったりの本。

名人の考えを読みながら、ディス
カッションのきっかけをつくる本。

窓をあけて、私の詩をきいて
名木田 恵子/著

おしりたんていププッとおりがみ

水鳥は、咲野と暁生という幼馴染

いしばし なおこ/おりがみさく

に対して、詩を書いていること、

おしりたんていのキャラクターを

同性の咲野に特別な気持ちを抱い

おりがみでおろう！ おしりたんて

ていることという2つの秘密を抱

い、ブラウン、かいとうUなど、

えていた。中2の秋、新たな友人

16種類のキャラクターのおりかた、

が仲間に加わったことで、3人の

顔の描き方を解説。

関係は少しずつ変化していく――。

願いがかなう自動はんばいき
ジャンケン必勝てぶくろ
山口 タオ/作

くしゃみおじさん
オルガ・カブラル/作
おじさんの豪快なくしゃみで砂煙が

どこからともなくやってくる、ロ

まきおこった！ ねことうさぎの耳

ケット型の自動はんばいき。商品

が入れかわり、がちょうは全身はだ

は子どもの願いをかなえるふしぎ

かに……。いったいどうしたらもと

なグッズ！？ 笑いあり、涙ありの

どおりになる？ くしゃみの音も楽

短編童話を3話収録。

しい、元気でゆかいな絵童話。

