令和4年10月20日発行

（第77号）

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。

開館時間：9時30分～18時 （中央・作東・英田・東粟倉館）

引き続き、感染防止のため、ご理解

10時～17時 （大原・勝田館）

とご協力をお願いいたします。
図書館HP
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（蔵書点検にともなう臨時休館）
10月18日～23日 （中央図書館）

10月28日（勝田図書館）

11月29日～12月4日（東粟倉図書館）

■ 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
11月5日（土）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）
11月5日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）
11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、
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。

11月9日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）
11月19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。

「ほっこり」による昔話をたのしむ会
11月27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）

※祝日は巡回しません

梶並やまゆり苑（11:00～11:30）

第１・３金曜日

11/4 . 11/18

大野ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（13:10～13:40） 豊野公民館（16:00～16:30）

第１・３土曜日

大吉ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（10:00～10:30） 勝田東小学校（11:10～11:40）

11/5 . 11/19

旧粟井小学校（10:00～10:30）

第２・４土曜日

11/12 . 11/26
第２・４日曜日

11/13 ．11/27

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）

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。

返却日しおりをあつめよう！
期間

20２2年10月２2日(土）～11月29日(火)

配布場所 市内各図書館、移動図書館車ぶっくる号
本を借りた際にもらえる返却日しおりを3枚集めると、
図書館オリジナルマスキングテープをプレゼント！
※記念品交換はおひとり様1回までです。

11月のとしょかんイベントに参加しよう！

@みらいぶ
まつり

（対象イベント）
【大 原】11月5日（土）10時～11時 おはなし会
（旧大吉保育園ぽけっとホール）
【美 作】11月5日（土）10時～11時 おはなし会（中央図書館）
【英 田】11月9日（水）10時～11時 おはなし会（英田図書館）
【東粟倉】11月9日（水）16時～16時30分 おはなし会（東粟倉図書館）
【作 東】11月19日（土）14時～15時 おはなし会（作東図書館）
【美

作】11月27日（日）11時～12時 昔話をたのしむ会（中央図書館）

今月のおすすめ

「芸術の秋」 アートに関する本を紹介します
うさこちゃんびじゅつかんへいく

②

対象イベントに参加して記念品をもらおう！各イベントで
記念品の内容が変わります。（※東粟倉・大原は共通です）

写真みたいな絵が描ける色鉛筆画

ディック・ブルーナ/文・絵

三上 詩絵/著

常設展示室

原田 マハ/著
世界のどこかに、あなたが出

大きくなったら、画家にな

モチーフをまず写真に撮り、それ

会うべき絵がきっとある。人

るの！美術の主なジャン

を絵にする方法を紹介。まるで

生の岐路に立つ人たちが、

ルをとりあげて紹介。小さ

写真のような絵が、色鉛筆で

辿り着いた世界各国の美術

な子の美術館入門には

描ける！

館。巡り会う、運命を変える

ぴったりの一冊！

一枚とは――。

新着・おすすめ本
一般書

新！ 店長がバカすぎて

リバー

早見 和真/著
奥田 英朗/著

宮崎の山奥に異動になっていた山本

群馬県桐生市と栃木県足利市を流れ

猛元店長が、 三年ぶりに、吉祥寺本

る渡良瀬川の河川敷で相次いで女性

店に店長として復帰した。優しき先

の死体が発見！

輩たちに応援を受けながら。小説と

十年前の未解決連続殺人事件と酷似

書店の未来を、生きる希望を改めて

した手口が、街を凍らせていく。

深く問い直す、第二弾！

仕掛島

若葉荘の暮らし

東川 篤哉/著

畑野 智美/著
ミチルはバイト代が減ってしまい、家

岡山の名士が亡くなり、離島に集め

賃の安い家に移ることに。そんな彼女

られた一族の面々。続発する怪事の

に友人が紹介してくれたのが、40歳以

果てに、読者の眼前に驚天動地の真

上独身女性限定のシェアハウス「若葉

相が現出する。本屋大賞作家が満を

荘」だった。生きづらい世を懸命に生

持して放つ、謎解きの興趣とユーモ

きる女性へ送る人生賛歌。

アあふれる本格推理長編！

消防レスキュー隊員が教える

地球の歩き方 日本

だれでもできる防災事典
タイチョー/著

世界各国を飛び回ってきた地球の

自然災害・人災・日常の事故やトラ

歩き方編集スタッフが、40年を

ブルなど…現場で救助してきたレス

超える歴史のなかで初めて総出で

キュー隊員だからこそ知っている、

作った一冊。「地球の歩き方」史

「もしも」のときに備えて知ってお

上最多となる1056ページ＆圧倒

くべき【58の対処法】を紹介！

的情報量でお届け！

平野レミのオールスターレシピ
平野 レミ/著

日本の美しい水族館

レミさんが家族にいつも作っている料

銀鏡 つかさ/著
知的好奇心を刺激する、空間美を

理の中から、より手軽で楽しい気分に

楽しむ新しい水族館ガイド。眺め

なれるものを厳選して紹介。特に注目

て楽しい、本書片手に水族館を巡

したいのは、世界中を旅して、見つけ

ればもっと楽しい、水族館本の大

た料理たち。飛行機に乗らなくても、

定番になること間違いなしの1冊！

海外気分を味わえます♪

リメイク＆リユースでかわいく作る
多肉植物の寄せ植え
平野 純子/著
植物の中でも育てやすくて手がかか
らず、個性的でかわいらしいビジュ
アルで人気の多肉植物。雑貨や日用
品を使って鉢や仕立て方をリメイク
するなど、手軽にかわいくプチに楽
しむためのアイデアが満載。

無印良品 子どもとすっきり
暮らす収納術
大人気の無印良品の収納ムック
に”子ども収納”が登場。「お
もちゃやゲームで部屋がいつも
ぐちゃぐちゃ」など、子ども収
納のお悩みを無印良品の収納ア
イテムで一挙解決！

児童書

どうぶつたちのハロウィーンって？
デイヴィッド・ウォーカー/絵
動物たちはハロウィーンに何をする
のかな？カボチャにお顔をつけて、
蜘蛛の巣でかざりつけ？！
口の大きいワニカボチャ、チョコ
レートあじのアリなど、ハロウィー
ンならではのどきどきアイテムが
いっぱい！

きらきらさがし
さこ ももみ/絵
鉄棒のさかあがりができずにいる
あっちゃんは、ちょっと悲しそう
です。傷、汚れ、間違いといった
出来事も、本当はがんばっている
からこそかもしれません。そんな
なにげない日常の中の、小さな輝
きに気づく物語。

なにになれちゃう?

アニマルバスともぐらバス
こてら しほ/絵

チョー ヒカル/著
表紙の写真はちょうちょ? それ

ここは、動物でもあり乗りものでも

とも手?よーく見ると、手にちょ

あるふしぎな生きもの、アニマルバ

うちょの絵を描いている！

スが暮らす村。モルモルはお客さん

TVや広告を中心に世界的に活躍

思いで、走るのもとっても上手。そ

するボディーペイントアーティ

んなモルモルにあこがれた見習いバ

スト・チョーヒカルさんによる

スのなかまたちは、地下の幼稚園の

写真絵本。

遠足をお手伝いすることに！

みんなえがおになれますように

もうじきたべられるぼく
はせがわゆうじ /作
TikTokの読み聞かせ動画が３００万
回再生された泣ける話待望の書籍化。
ぼくはお母さんと会えるのか――
「たべられること」を受け入れたぼ
くが、さいごにしたかったこととは。
食育にもおすすめ、号泣必至の１冊。

うい/作
小学生のういさんによる、多様性、
ＬＧＢＴＱ＋についての絵本。
オードリー・タンさん、さとうさ
ん、杉山文野さん、ロバート
キャンベルさんにきいたこと、考
えたこと、たくさんの人につたえ
たいと思ったことをまとめた１冊。

おかあちゃんにきんメダル！

いつでも どこでも きのこ

いどき えり/作

保坂 健太郎/文

ぼくの いえでは、にんじんや だ

カラフルで、かわいくて、おいし

いこんが よく ころがってくる。

いきのこ。森のなかでは、好きな

1年生の授業参観日をきっかけに、

場所から顔を出す、ちょっと気ま

おかあちゃんの右手の障害をめぐっ

ぐれな生きもの。まだわからない

てゆれ動く少年の気持ちをていねい

こともたくさんある、きのこの世

にたどるお話。

界をのぞいてみよう！

最強の城へタイムワープ
歴史の学習マンガ「タイムワープ」
シリーズ最新刊！世界遺産の姫路城
や、観光スポットとして名高い熊本
城、「障子堀」でおなじみの山中城
など、日本の名城が続々登場。攻守
にすぐれた「最強の城」が誕生！

はりねずみのルーチカ
ちいさな夜の音楽会
かんの ゆうこ/作
「はりねずみのルーチカ」シリーズ
１２冊目は、あたらしくやってきた
がちょうのモーツァルトの物語。雨
がふってきたからあまがさをさそう
としたら……どこからかふしぎな声
がして……！？

