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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
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
6月4日（土）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）
6月8日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
6月8日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）

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
す。参加される方もマスク
の着用をお願いします。

6月11日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）
6月18日（土）14時～15時 作東図書館（タンポポ）
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。

絵本とコーヒー

東粟倉

6月5日（日）・18日（土）
10時～16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。

赤字は毎月の定期巡回日です

ぶっくる号
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

6/3 . 6/17
第１・３土曜日

6/4 . 6/18
第２・４土曜日

6/11 . 6/25
第２・４日曜日

6/12 ．6/26

※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（11:00～11:30）

お知らせ：勝田総合運動公園は11：10～ →11：00 ～
に変わりました！

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。

今月の特集

「雨 -あめ-」
梅雨にピッタリの雨が印象的な本を紹介します。

あめがふるひに…

雨の日は、一回休み

イ ヘリ文/絵 ピョン キジャ/訳

坂井 希久子/著

なぜなら雨が降ったから
森川 智喜/著

こんなあめがふるひ、みんなはなにをし

おじさんはひどい。でも、おじさんだってつ

前代未聞の名探偵、登場！！

てる?そとにでられないあめのひも、み

らい⁉

大学生の野崎と、雨女探偵・揺木

んなのことを、そうぞうしながらすごせば

男性は「そうなんだよ」と共感、女性は

茶々子(ゆれぎちゃちゃこ)が出会う

たいくつしない…。あめのひが、たのしく

「こんな人に困ってる！」と思わず頷く

５つ事件の連作探偵小説。

なる絵本。

物語。

新着・おすすめ本
一般書
競争の番人

二重らせんのスイッチ

新川 帆立/著

辻堂 ゆめ/著

ウェディング業界を巣食う談合、下請

俺は犯人なのか―。強盗殺人容疑で

けいじめ、立入検査拒否。市場の独り

逮捕された、桐谷雅樹。証拠は全て

占めを取り締まる公正取引委員会を舞

雅樹の犯行を示す！

台に、凸凹バディが悪を成敗する！

最注目の著者が描く、"冤罪"ミステ

面白さ最高の「公取委」ミステリー。

リー。

たとえ世界を敵に回しても

博士の長靴

志駕 晃/著

瀧羽 麻子/著

五年前に家出した息子の雅也は、東京

天気の研究に生涯をささげた藤巻博士。

で「炎上系」の動画配信者になってい

博士一家・四世代の歴史と、彼らとの

た。しかも、複数の人間たちから恨み

出会いで変化していく人々の生きざま

を買って行方をくらましてしまったと

や家族の在り方を丁寧に描いた傑作連

いう……。愛する我が子を救うため、

作短編小説。

母の葉子は驚くべき行動に出る！

タダキ君、勉強してる？
伊集院 静/著
小学校1年生。最初の学期末にもらった通

信簿はオール1! そんな西山忠来(タダキ)
少年はいかにして伊集院静となったのか!?
人生を導いてくれた凄い「先生」たちと
の出会いと学びとちょっと恥ずかしい

世の中は奇跡であふれている

鳥越 規央/著
世の中の出来事を「確率」で紹介。
クイズにも使える意外な確率や
誰かに話したくなるこぼれ話も満載。

事実―。きっとあなたもあなたの「先生」

に会いたくなる!

これならもう一品作れそう

子どもがやる気になる！

市瀬 悦子/著

「親のひとこと」言い換え辞典

時間も手間も必要ない、あっという間

3歳～６歳までの子を持つママや

にできるから負担も少なく、気持ちも

パパへのアンケートから生まれた

満足する「あと一品」を一冊にまとめ

ベスト５０の声かけを紹介。

たレシピ本。

子育てに奮闘中の方へのアドバイス
が満載の１冊！

長生き地獄にならないための
老後のお金大全
森永 卓郎/著

花を育ててみたいのですが。
花福 こざる/著
花屋を営むかたわら漫画家でもある

老後にまつわるお金の基本的な知識は

著者が、花の育て方を基本からわか

もちろん、老後のマネープランの壁と

りやすく解説！

なるであろう問題点を取り上げる。

マンガで分かる、花栽培の入門書。

雇用、住居、相続、健康などの面から
も老後のお金プランを考える一冊。

児童書
なまけていません。
大塚 健太/作

へやぼしズボンさん
たごもり のりこ/作

ナマケモノくんは木の上で寝てばか

おるすばんをしていたへやぼしの

り。ラジオ体操にもピクニックにも

ズボンさんがラジオの天気予報で、

掃除にも参加しません。みんなから
は「なまけもの」といわれるけれど、

昼過ぎに雨が降ると知りました。

決してなまけているわけではありま

おでかけしているサラさんに、カ

せん。ちゃんとした理由があるんで

サをとどけにむかったズボンさん

す。

ですが…。

こころがやさしくなるえほん
フランチェスカ・ピローネ/さく・え
体内記憶図鑑

「やさしさ」「おもいやり」って、

のぶみ/作

なんだろう？ この絵本には

絵本作家・のぶみ×産婦人科医・

「やさしさ」を感じられる場面

池川明による、胎内記憶を話せる

がたくさん描かれていますが、

子6000人から聞いて描いた“胎

文章がほとんどありません。

内記憶の絵本”

自由に文章を想像しながら読む
絵本。

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 17
廣嶋 玲子/著

パンダのんびりたいそう
いりやま さとし/作

研究所を失い傷を負った六条教授

読めばしぜんにからだが動く！

を苦しめるあらたな計画をたてる。

は、蔵木という男を使って、紅子

ゆらーり、たっぷん、ぷかぷか…

かつて蔵木は銭天堂の駄菓子を食

身体をゆっくり動かしてリラック

べ、他人からかくれた才能を見出

スしましょう！

せる能力をもつ男だった。しかし、

計画は思わぬ方向に展開する。

どっちが強い!?
オランウータンvsセンザンコウ

もっとすごすぎる天気の図鑑

器用でかしこいアジア一の大型類人
猿・オランウータンと、全身が固い刃
物のようなウロコで覆われているセン
ザンコウ。両者のちょっと変わった対
決とは！？ 手に汗にぎる、夢の生物

荒木

健太郎/著

25万部突破のベストセラー『すごす
ぎる天気の図鑑』がも～っと詳しく、
さらに濃くなった第2弾！

対決シリーズ第27弾。

不思議屋『風待ち』
西村 友里/作

10才からの防犯・防災

母とけんかをして家出した美音は、
ある特殊な能力を持っている…。

あなたの心と身体の安全を「自分

それは、絵の中の世界に入り込む

で守る方法」を知っておきましょ

こと。個性豊かな絵に入り込むこ

う。世の中のさまざまな危険から

とで母の思いに気づいていく美音。

身を守る方法を紹介した一冊。

その過程で彼女の能力の秘密も明
かされる。

