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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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（蔵書点検にともなう臨時休館）
9月27日～10月2日（作東図書館）
10月18日～23日 （中央図書館）

9月30日（大原図書館）
10月28日（勝田図書館）

10月4日～9日（英田図書館）

■ 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

おはなし会スタッフはマスク、

9月3日（土）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）
9月14日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）

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。

9月14日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）
9月17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。
「ほっこり」による昔話をたのしむ会
９月25日（日）
11時～12時

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

9/2 . 9/16
第１・３土曜日

9/3 . 9/17
第２・４土曜日

9/10 . 9/24
第２・４日曜日

9/11 ．9/25

※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（13:10～13:40） 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）

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。

今月のおすすめ
9月20日～26日 『動物愛護週間』

勝田総合運動公園（11:00～11:30）

お知らせ：大野コミュニティ広場は
13：30～→13：10～に変わりました！

動物が登場する本を紹介します。
ホッキョクグマ、大ピンチ！

ホホジロザメ

ケイティ・デインズ/文

関 俊一/絵

ホッキョクグマの一家が、

ホホジロザメは映画「ジョーズ」のモデ

ぼくらの町へやってきた。北極

ルとも言われ、有名です。サメ映画を

の氷がどんどんとけて、とても

見る前に、絵本でホホジロザメに

こまっているんだって。ホッキョ

出会ってみませんか。

クグマを助けられるかな？

いきものとくらすための7つの約束
今泉 忠明/作
身近ないきものに対して、人間が抱き
がちな誤解や思いこみについて、語り
ます。ペットとの向き合い方を考える
一冊！

少年と犬
馳 星周/原作
傷つき、悩む人々に寄り添う、一匹
の犬がいた。飼い主と別離した一匹
の犬「多聞」が、さまざまな人々との
出会いと別れを繰り返しながら、東
から西へと旅する物語。

芥川賞・直木賞受賞作品がそろいました！
芥川賞受賞 『おいしいごはんが食べられますように』 高瀬 隼子/著
直木賞受賞 『夜に星を放つ』 窪 美澄/著

市内図書館に所蔵しています。予約受付中です♪

新着・おすすめ本
一般書

祈りのカルテ ２ 再会のセラピー
知念 実希人/著

こいごころ

研修を経て、循環器内科医となった諏

畠中 恵/著
感涙必至の初恋に胸キュンが止ま

訪野良太は、学会発表を終えた帰り、

らない！剣呑なお願いをする妖狐

医学生時代の同級生である小鳥遊に遭

（ようこ）・老々丸と笹丸が現れ

遇する。切なくもあたたかな記憶の扉

て、またもや若だんなは頭を悩ま

がいま開く。心震える医療ミステリ

しているってぇ！

「祈りのカルテ」シリーズ待望の新刊。

絞め殺しの樹
河崎 秋子/著

終活中毒
秋吉 理香子/著

北海道根室で生まれ、新潟で育ったミ
サエは、両親の顔を知らない。幸せと

人生は、いつでも大どんでん返し。

は言えない結婚生活、そして長女の幼

たとえ、余命わずかでも――

すぎる死。数々の苦難に遭いながら、

あなたの心に火を灯す驚愕×号泣ミス

ひっそりと生を全うしたミサエは幸せ

テリ―！ゾッとする終活、理想的な終

だったのか。

活、人生を賭けた終活…４人の〈終
活〉に待っていたサプライズとは？

プリンシパル
気くばりにいいこと超大全

長浦 京/著

西出 ひろ子/著

1945年、東京。大物極道である父

話し方、接し方、ふるまい……

の死により、その「代行」役となる

さりげない気くばりで「また会い

ことを余儀なくされた綾女。鮮血に

たい」と思われる人になる! これ

彩られた謀略と闘争の遍歴は、やが
て漆黒の終局へと突き進む！

一冊で大人の女性が身につけるべ

脳天

き気くばりの技術が丸わかり!

撃ち抜く怒濤の犯罪巨編、堂々開幕。

ホットケーキミックスだから

世界のふしぎな色の名前
城 一夫/著

おいしいお菓子
ホッとケーキさん。/著

忘れられた流行色から、今も残る伝統色ま
で、ふしぎな名前の色を166色集めまし
た。「デイドリーム」などの詩的な色、
「ブラッド・レッド」などのあやしげな色
も多数掲載。色辞典としてだけでなく、美
しい色の世界に浸れる。

マフィン、パウンドケーキ、といった定
番の焼き菓子から台湾カステラ、ガトー
ショコラ、シュークリームなどの作って
みたいお菓子まで、YouTubeで大人気
の「ホッとケーキさん。」がお届け！

世界の「頭のいい人」がやっている
あっちこっち食器棚めぐり

ことを1冊にまとめてみた

伊藤 まさこ/著
選び方も、使い方も、しまい方
も、こんなに自由！人気スタイ
リストが、食いしん坊たち17組
の食卓を彩る器と棚を拝見！特
製レシピも付いて、台所に立つ
のがもっと楽しくなる。

中野 信子/著
世界で通用する「頭のいい人」とは、
ただの秀才ではありません。彼らが
やっているのは、「空気は読まない」
「嫌いな仕事は他人に振る」「集中力
を身につけない」など、ちょっとした
コツやテクニック。

児童書
給食室のいちにち

みつけてみよう！

大塚 菜生/文

コアラのマーチさがしえブック

給食はどうやってできるの？
身支度、検収、打合せ、調理、片づけ、

LOTTEの大人気お菓子「コアラの

食に関する指導、献立づくりまで、小

マーチ」のイラストを使用した

学校の給食室と栄養士の現場をいきい
きと描きます。安全でおいしい給食は

探し絵絵本が登場！海や街、動物園

どのようにして教室まで届けられるの

などさまざまな場所にコアラのマー

か、楽しく学べる絵本。

チくんたちを探し出そう！

ドーナツペンタくん

ねずみくんはカメラマン
上野 紀子/絵

柴田 ケイコ/著
ペンギンのペンタくんは、移動販

ねみちゃんの写真をとることにしたね

売のドーナツ屋さん。あげたての

ずみくん。すると、「いいなぁ ぼく

ドーナツが自慢のペンタくんのお

らもとってよ」と動物の仲間たち。

店に集まってきた、たくさんのお

ねみちゃんとねずみくんの絆に心が

客さんたち。真夏の海水浴場で、

ポッと温まる、身近にある大切なもの

大忙しのペンタくんが大奮闘！

に気づかせてくれるお話。

みそこちゃん

真夜中のちいさなようせい
かとう まふみ/作

シン・ソンミ/絵と文

お母さんとはじめてみそをつくった、

男の子が熱を出して寝ています。

みこちゃん。ねかせているみそがかわ

そばには、看病をするママ。

いくて、いとおしむように観察してい
ると、びっくり！

真夜中、ママがつかれてうとうと

みその赤ちゃんが

しはじめた時、小さな妖精たちが

あらわれました。おいしくて体に良い

あらわれました。小さかった頃の

みその魅力を伝える、女の子とみその

ママと男の子の心の交流を描くあ

赤ちゃんの出会いと別れの物語。

たたかく美しい物語。

かみなり

偉人メシ伝
真山 知幸/著
贅沢三昧、食べすぎ、ゲテモノ食い、

はげしい光に大きな音をとどろかせ

好き嫌い、味オンチ、潔癖、健康オタ

る雷。雷の正体はいったいなに？

ク。歴史に残る、様々な分野で活躍し

冬に雷が多い地域があるって本当？

た「偉人」たちの「偉業」を支えた、

怖い中にも、自然の美しさを感じさ

奇妙キテレツな食生活を紹介！

せる雷のひみつに大迫力の美しい写
真で迫る写真絵本。

がっこうのおばけずかん
げたげたばこ
斉藤 洋/作
大人気シリーズ「おばけずかん」の
最新刊。げたげたばこ、リアルがく
げいかい、まどからじー、など楽し
いおばけがいっぱい。ユーモラスな
短いお話で紹介する、図鑑という名
の童話。

ほんとうは“よわい恐竜”じてん
土屋 健/著
・アロサウルスも仲間がいないと……
・パキケファロサウルスが頭突きをし
ていた「意外な理由」
・ディロフォサウルスは早く走れたが
ゆえに……
・巨大なティタノサウルス類を悩まし
た「極小」の生きものとは？

