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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
13

3月6日（日）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）
3月9日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）

おはなし会スタッフはマスク、

3月9日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）

飛沫ガードを着用していま
す。参加される方もマスク

3月12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。

急遽中止となる場合がありますので、各図書館へお問い合わせください。
東粟倉

絵本とコーヒー
3月6日（日）・19日（土）
10時～16時

造形あそび広場
3月6日（日） 10時～16時
カプラブロックで自由に遊ぼう♪

東粟倉

「ほっこり」による
昔話をたのしむ会
3月27日（日）
11時～12時

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。

中央

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

3/4 . 3/18
第１・３土曜日

3/5 . 3/19
第２・４土曜日

3/12 . 3/26
第２・４日曜日

3/13 ．3/27

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）

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）
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。

＠みらいぶ感謝祭
いつもご利用ありがとうございます。日頃の感謝をこめて
「＠みらいぶ感謝祭」を開催します!!
市内図書館と移動図書館車「ぶっくる号」で本を借りる
とくじを引けます。あたりが出ると記念品をプレゼント！

・本を借りるとくじを引けます（1日1回まで）
・期間中は何度でもチャレンジできます
・なにが当たるかはくじを引いてのお楽しみ♪
（記念品がなくなり次第終了します）

ノミネート作品は以下の通りです。

本屋大賞ノミネート作品発表!!

『赤と青とエスキース』 青山 美智子/著

『同志少女よ、敵を撃て』 逢坂 冬馬/著

『硝子の塔の殺人』 知念 実希人/著

『星を掬う』 町田 そのこ/著

『黒牢城』 米澤 穂信/著

『夜が明ける』 西 加奈子/著

『残月記』 小田 雅久仁/著

『六人の嘘つきな大学生』 浅倉 秋成/著

『スモールワールズ』 一穂 ミチ/著
『正欲』 朝井 リョウ/著

市内図書館で所蔵
しています。
予約、取り寄せが
できます♪

新着・おすすめ本
一般書

ボタニカ

残月記

朝井 まかて/著
小田 雅久仁/著

明治初期の土佐・佐川の山中に、草

近未来の日本で、感染症「月昂」に冒さ

花に話しかける少年がいた。名は牧

れた男の宿命と、その傍らで生きる女と

野富太郎。貧苦にめげず、恋女房を

の愛を描ききった表題作ほか、「月」を

支えに、不屈の魂で知の種を究め続

モチーフに、著者の底知れぬ想像力が構

けた稀代の植物学者を描く、感動の

築した異世界を描く二作品を収録。

長編小説。

母の待つ里

世界の美しさを思い知れ
浅田 次郎/著

額賀 澪/著

家庭も故郷も持たない人々の元にカー

蓮見貴斗には、人気俳優にして、遺書

ド会社から舞い込んだ〈理想のふるさ

もなく自殺した双子の弟・尚斗がいた。

と〉への招待。半信半疑で向かった先

葬儀の後、尚斗のスマホに礼文島行き

には奇跡の出会いが待っていた。全く

の航空券を見つけた貴斗は、なぜ弟が

新しい家族小説にして永遠の名作誕

旅行に行こうとしたのかを知るために

生！

旅立つ――。

ブラックボックス

ジェイソン流お金の増やし方
砂川 文次/著

厚切りジェイソン/著

自分の中の怒りの暴発を、なぜ止めら

芸人でもある厚切りジェイソンによ

れないのだろう。自衛隊を辞め、いま

る、どうやったらお金を増やせるの

は自転車メッセンジャーの仕事に就い

かに悩む人々へ送る、簡単にできる、

ているサクマは、都内を今日もひた走

節約・資産を増やす方法・投資…お

る――。第166回芥川賞受賞作。

金を増やし、人生を豊かにするため
のヒントが満載。

日本で見つける

更年期障害だと思ってたら
重病だった話

まるで海外な絶景旅

村井 理子/著

パスポートいらず！国内で海外旅行
気分を楽しもう！気軽に海外旅行に
行けない今、国内にいながら“まる
で海外”な気分が味わえるフォト
ジェニックな絶景スポットや、周辺
の観光スポットを紹介。

47歳、これまで仕事も家事も懸命に
やってきた。ある日突然体調をくずし、
病院に駆け込んだ。診断結果は「心臓弁
膜症」――共感必至の人気WEB連載、
書き下ろしを加えて待望の書籍化！

すぐに作れる「あと一品！」

オートミール米化
がっつりヘルシーレシピ
これぞう/著
食物繊維が豊富で腸にも良く、血糖値も
上がりにくいオートミールを米のように

藤井 恵/著
1種類の野菜で作れ、食卓の品数
を増やせる副菜を133種紹介。
「あと一品」がほしい時にすぐ作

料理し、主食に置き換えることで、がっ

れる、和える・浸す・スープなど

つり食べても健康的にやせる魅惑のレシ

5分で完成の簡単なレシピを掲載。

ピを紹介。

児童書
かめれおんせん

だれかさんのかたっぽてぶくろ

林 木林/作

すずき みほ/作

森の中にひっそりと湧く温泉に、

おきにいりのてぶくろで、お姉ちゃ

白いウサギが飛び込むとお湯が

んと犬のくんくんとさんぽにでかけ

白く、カラスが入ると真っ黒に。

たたまこちゃん。とちゅう、かたっ

いろいろな動物やお日様が入っ

ぽだけのてぶくろをみつけて……。

てきて、お湯がぐらぐら。中か
ら現れたのは……？

ねたふりゆうちゃん

にほんのにんきもの

阿部 結/著

かとー ゆーこ/え

椅子の上や階段、いろんなとこ
ろで寝たふりをするゆうちゃん。

かわいい仲間たちと一緒に巡る、体

それは、寝たふりをするとお母

験型日本旅行絵本！ 犬のふじまろ

さんが抱っこしてくれるのが嬉

くんの案内で、日本の楽しいところ、

しいから。ある日お母さんと一

面白いところ、美しいところを旅し

緒に行ったお外で寝たふりをす

よう！

ると…?

よみがえれ、マンモス！

あなたのおなまえは？

令丈 ヒロ子/文

きたやま ようこ/さく

マンモスから採取した細胞核をも
きたやまようこの幼児絵本、新シ

とに、マンモスを復活させられる

リーズ! うさぴょんはひとりでな

のでは？ 「マンモス復活プロジェ

んでもできます。すききらいしな

クト」を徹底取材。世界を驚かせ

いでぜんぶたべられるかな?毎日

る論文を発表したチームの日々を

の食事がたのしくなる絵本。

描く、本当にあった物語。

探偵VS怪盗謎解き推理バトル
みんなが知りたい! 宝石のすべて

桐谷 直/著

「宝石のすべて」編集室/著

問題編と解答編の2つの視点で、

宝石が輝くカッティングの秘密や、

15の謎に挑戦！ 元気いっぱいの

どんな鉱物が宝石と呼ばれている

探偵見習いとクールな中学生怪盗

のか、様々な宝石の特徴・魅力を

の主人公2人と一緒に、スリル満

写真付きで紹介！ 化学組成や産出

点の頭脳戦を楽しめるショートス

国などのデータも掲載され、調べ

トーリー集。

学習にも最適。

親の期待に応えなくていい
鴻上 尚史/著

謎解きミステリー
有栖川 有栖[ほか]/著

人生相談で話題の著者が、日本独
特の「同質性」「世間」のありよ

人気ミステリ作家の有栖川有栖、綾

うを説明、ユーモアを散りばめな

辻行人、道尾秀介の作品から、「本

がら鋭い切り口で、子供たちに

格ミステリー」のエッセンスが楽し

「自分らしく生きていい」という

めるショートストーリーを厳選した

メッセージを綴る。親子で必読、

アンソロジー。

目から鱗の一冊！

