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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

閲覧コーナーや学習スペースの利用など、

英田図書館

TEL 74-3104

勝田図書館

TEL 77-1111

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。

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）
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
5月7日（土）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）
5月11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、
飛沫ガードを着用していま

5月11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

5月14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。

5月21日（土）14時～15時 作東図書館（かぼちゃの馬車）

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。
自然とふれあうみどりの月間
美しい里山の集い 2022

「ほっこり」による
昔話をたのしむ会

5月1日（日）9時～12時

5月22日（日）

里山公園内の広場でぶっくる号が森の図書

11時～12時

館をOPEN！各種イベントも開催されます。

中央

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

5/6 . 5/20
第１・３土曜日

5/7 . 5/21
第２・４土曜日

5/14 . 5/28
第２・４日曜日

5/8 ．5/22

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）
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）

勝田総合運動公園（11:10～11:40）

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。

こどもの読書週間イベント「オリジナルしおり」プレゼント！
期間中、本を３冊以上借りた方にオリジナルしおりを
プレゼント♪
市内各図書館、移動図書館車ぶっくる号で
もらえます。

期間
4月23日（土）～5月14日（土）

しおりは全部で
７種類！
もらう場所で
デザイン
が変わります

「本屋大賞2022」決定！！
今年の本屋大賞はこの作品に決定しました！

『同志少女よ、敵を撃て』 逢坂 冬馬/著

2位 『赤と青とエスキース』 青山 美智子/著
3位 『スモールワールズ』 一穂 ミチ/著
4位 『正欲』 朝井 リョウ/著

1942年、独ソ戦のさなか、モスクワ

5位 『六人の嘘つきな大学生』 浅倉 秋成/著

近郊の村に住む狩りの名手セラフィ

6位 『夜が明ける』 西 加奈子/著

マの暮らしは、ドイツ軍の襲撃により
突如奪われる。母を殺され、復讐

7位 『残月記』 小田 雅久仁/著

を誓った彼女は、女性狙撃小隊の

8位 『硝子の塔の殺人』 知念 実希人/著

一員となりスターリングラードの前線

9位 『黒牢城』 米澤 穂信/著

へ─。

10位 『星を掬う』 町田 そのこ/著

新着・おすすめ本
一般書

彼女が知らない隣人たち
あさの あつこ/著

幸村を討て

地方都市で暮らす三上咏子は、ある

今村 翔吾/著

日の夕方、駅近くの商業施設から白

七人の男たちが、口々に叫んだ―

い煙が上がるのを目撃。翌日、今度

幸村を討て！彼らには、討たなければ

は市立図書館でも同様の事件が発生。

ならないそれぞれの理由が……。神秘

咏子は今まで気にも留めなかった、

のベールに包まれた武将の謎を、いま

周囲の異変に気がついていく……。

最も旬な作家が斬る！

レジェンドアニメ！

オオルリ流星群
伊与原 新/著

辻村 深月/著

スイ子こと、山際彗子が秦野市に帰っ

夢と希望。情熱とプライド。愛と敬意

てきた。手作りで太陽系の果てを観測

―アニメ制作に情熱を傾ける仕事人た

する天文台を建てるというのだ。28

ちの熱血エンタテインメント『ハケン

年ぶりの再会を果たした高校時代の同

アニメ！』には、心震えるさらなる物

級生・種村久志は、かつての仲間たち

語が隠されていた！

と共に、彗子の計画に力を貸すことに。

『ハケンアニメ！』スピンオフ小説集。

マスカレード・ゲーム
税金で買った本

東野 圭吾/著

系山 冏/漫画

解決の糸口すらつかめない3つの殺人

小学生ぶりに図書館を訪れたヤン

事件。捜査を進めると、その被害者た

キー石平くん。10年前に借りた本

ちを憎む過去の事件における遺族らが、

を失くしていたことをきっかけに、

ホテル・コルテシア東京に宿泊するこ

あれよあれよとアルバイトすること

とが判明。警部となった新田浩介は、

に！

複雑な思いを抱えながら再び潜入捜査
を開始する―。

もっと！ 魔法のてぬきごはん
食べる経済学

てぬキッチン/著
下川 哲/著

私たちの普段の食事が、地球全体と
その未来にどんな影響を与えている
のか、経済学の枠組みを使って、分

話題のてぬき料理研究家、待望のごは
んレシピ第2弾。簡単すぎてYouTube
でも大人気のレンジレシピ＆フライパ
ンレシピだけを厳選‼

かりやすく解説。

地球の歩き方 ムー

驚くほどよく育つ
野菜づくりの裏ワザ
木嶋 利男/著

謎の古代遺跡やオーパーツ、ＵＦ

伝承農法研究の第一人者、東大農学博士

Ｏ、ＵＭＡなど、一般論から奇想

の木嶋先生が教える、野菜づくりの驚き

天外な説まで、眠れなくなるほど

の育てワザ。野菜づくり中～上級者も納

面白い世界の不思議が盛りだくさ

得の、この本でしか読めない野菜栽培の

ん。何を信じるかはアナタ次第！

技術書。

児童書
かみはこんなに
ねこいる！

くちゃくちゃだけど

たなか ひかる/作

ヨシタケ シンスケ/著

ねこがいるのか、いないのか。

MOE絵本屋さん大賞2020第1位

ただそれだけ！バケットやリ

を受賞した『あつかったら ぬげば

コーダーなどの思わぬところか

いい』の姉妹編が登場。子どもだ

ら、ただ、ただ、ねこが現れる

けでなく、大人も何度も開きたく

絵本。

なる絵本。

いっこでもにくまん
ふじもと のりこ/作
「１こでもにくまん、２こでもサ
ンドイッチ、３こでもシューク
リーム……」。いろいろな食べ物
が１～１０まで増えていく数あそ
び絵本。実物を見ながら緻密に描

出動せよ！世界の緊急車両図鑑
サイモン・タイラー/作
ピンチの時に頼りになる、世界のは
たらく乗り物が大集合！パトカー、
白バイ、消防車、消防ヘリ、救急車、
レスキュー車、巡視船、砕氷船など、
全70種を紹介。

いた食べ物は本物そっくり！

香君 上・下
上橋 菜穂子/著

彼の名はウォルター

遥か昔、神郷からもたらされたと

打ち捨てられたような不気味な屋

いう奇跡の稲、オアレ稲。ウマー

敷で、コリンが見つけた奇妙な本。

ル人はこの稲をもちいて帝国を作

そこに描かれていたのは驚愕の真

り上げた。人並外れた嗅覚をもつ

実だった……。

少女アイシャは、やがて、オアレ

人気作家エミリー・ロッダのスリ

エミリー・ロッダ/著

稲に秘められた謎と向き合ってい

ルあふれる謎解きサスペンス!

く。

ガチャガチャ
まるごとサメ事典

・クレーンゲームをつくろう

菅原 嘉子/文

いしかわ まりこ/作

海の生きものの中でも特に人気

材料はリサイクル素材や、ホームセン

が高く、それ以上に謎が多い生

ター・100円ショップで入手できる

物「サメ」のバラエティに富ん

ものばかり。ガチャガチャマシーン、

だ生態を徹底解説。一冊丸ごと

クレーンゲーム、おみくじ、スマート

全部サメ！サメのすべてがわか

ウォッチ…… 。作って遊べる楽しい

るイラスト図鑑。

工作がいっぱい。

もっと生きかたルールブック

魔王になって魔界を守る方法

ベストセラー『生きかたルール

魔物どうしのあらそいごとや、勇

ブック』の第２弾！シンプルだけ

者たちによる攻撃など、魔界でお

どまっすぐに胸に届くことばと、

こるいろんな問題を上手に解決す

ユーモアあふれるイラストの組み

る方法とは？

合わせが楽しい１冊。

界転生サバイバルに挑戦だ！

魔王になって異世

