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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

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）

令和5年1月20日発行

（第80号）

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。

■ 休館日
□ 大原・勝田休館日

急遽中止となる場合がありますので、各図書館へお問合せください。

いろんな図書館に
行ってみよう！！

-おはなし会-

2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）

2月 8日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）

2月18日（土）10時～11時 東粟倉図書館（ぽけっと）

2月18日（土）10時30分～11時 中央図書館（にじの会）

2月18日（土）14時～15時 作東図書館（タンポポ）

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。

図書館HP
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巡回日程 定期巡回場所（時間） ※祝日は巡回しません

第１・３金曜日

2/3 . 2/17
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）

第１・３土曜日

2/4 . 2/18 大吉ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（10:00～10:30） 勝田東小学校（11:10～11:40）

第４土曜日

2/25
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）

第２・４日曜日

2/12 ．2/26 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。

ぶっくる号
巡回コース

赤字は毎月の定期巡回日です

今月の巡回日は･･･

図書館HPや、中央・作東館内に

掲示します！お楽しみに♪

今月のおすすめ

「節分」

おにの絵本から由来まで、節分に関する本を紹介します！

今日は節分。

ところが、町ではカゼ

オニが大暴れ！バス

とねずみくんたちは、

カゼオニをやっつける

ため、豆を持って町

に向かう！

おに一家は３人家族。

ある晩、「明日は節

分」という話を聞いて

から、おに父さんとおに

母さんのようすが変！

節分の日のひみつが

わかる、ゆかいなお話。

子どもと楽しむにっぽんの歳時記まめまきバスせつぶんのひのおにいっか

青山 友美/作 藤本 ともひこ/作絵

のイベントは…
当選番号の発表日

３/４（土）

日本で昔から大切に

されてきた行事には子

どもと一緒に楽しめる

ものがたくさん。

由来や祝い方、行事

食の作り方をわかりや

すく解説！

（お知らせ：2/11は祝日のため巡回はありません。）



新着・おすすめ本

一般書

ユア・プレゼント

青山 美智子/著

美しい絵画と優しい言葉のコラボレー

ションが、あなたの心にそっと寄り添っ

てくれるはず。日々を懸命に生きる自分

へのご褒美にも、大切な人への贈り物に

も最適な一冊。

うさぎ玉ほろほろ

西條 奈加/著

親子三代で切り盛りする江戸麹町の評

判の菓子舗「南星屋」には、味と人情

に惹かれやって来るお客が列をなす。

諸国の銘菓と人のいとなみを味わう直

木賞作家の大人気シリーズ、最新刊！

名探偵の生まれる夜 大正謎百景

青柳 碧人 /著

大正七年の秋、与謝野晶子は夫と共

に遊園地に訪れた。しかし夫の言葉

に血がのぼり、ひとりロープウェー

に乗った晶子。夫婦というものの不

確かさを嘆く。そのとき突然ロープ

ウェーが空中で動かなくなって…。

世はすべて美しい織物

成田 名璃子/著

桐生の養蚕農家の娘として生まれた芳

乃と、東京でトリマーとして働く詩織。

伝説の織物「山笑う」をめぐり、決し

て交わるはずのなかったふたつの運命

が結ばれていく。

感涙必至のてしごと大河長編。

Ｍｉｚｕｋｉの味つけ黄金比率

Mizuki/著

味つけさえ決まれば、材料は“家に

あるもの”で大丈夫！定番の「照り

焼き」や「しょうが焼き」から、

ちょっと大人な味わいの「レモンバ

ターソース」など、著者Mizukiによ

る【味つけ黄金比率】×70パターン

を一挙公開！

持ち方を変えれば

字は１日でうまくなる

竹内 みや子/著

字は、ペンをどのように持ち、

動かしたかで大きく変わる。

正しい持ち方に変えると、手の

動きが変わり、字がすぐに変わ

ることに驚くはず！

小さな家のすごい工夫

延床面積25坪以下で広々と暮らす

には？

人気建築家に徹底取材した、小さな

家の贅沢な工夫が詰まった1冊。

3分読むだけでグッスリ眠れる本

弥永 英晃/著

日本人の5人に1人が、不眠症という

データがある！？本書は不眠症にお悩

みの方や、朝スッキリ起きられない方

におすすめの、カリスマ心理カウンセ

ラーによるおやすみセラピー。

きもちを贈る

杉浦 さやか /著

自分で包んでお手製カードを添えれ

ばちょっとしたプレゼントも

“特別な贈りもの”に早変わり。

簡単カード作りとラッピングのアイ

デアをぎゅっと詰め込んだ１冊！

365日かわいい手帳・ノートの

あしらいアイデアBOOK 

岡本 愛以/著

手帳やノートをかわいく書きたい！自

分と向き合う手書きの時間をもっと楽

しみたい！そんな方に向けた、365ネ

タを掲載したおしゃれな手帳・ノート

の書き方アイデア集！



児童書

それで、いい！

礒 みゆき/作

絵を描くのが大好きなきつね。でも、

展覧会に向けて「みんながおどろく

ような、すごい絵を描く！」と意気

込んでいたら、なにを描いても、不

安ばかりが募ってしまうように。

あんなに絵を描くのが楽しかったの

にきつねは絵を描けなくなって……。

おばあちゃんへのおくりもの

レイン・スミス/作

おばあちゃんに特別なものをおくり

たいウサギは、カラスから「特別な

おくりものになりそうなものを見

た」と聞いてはりきってお出かけ！

ウサギが見つけた最高のおくりもの

とは？

正解のない問題集

世の中には、いろいろな価値観があ

るために、はっきりとした答えがな

い「正解のない問題」がたくさんあ

る。本書は、この正解のない問題が

身近なところから、社会・世界と

いった大きなところまで存在してい

ることを知り、考えるための本。

あつまれどうぶつの森

島の生きもの図鑑

ゲームがもっとおもしろくなる！

生きもののびっくり生態を紹介。

ゲームを知らなくても、 かわいい

キャラクターたちと楽しく生きもの

の知識が増やせる！

日本のスゴイいきもの図鑑

加藤 英明/著

いっしょうけんめい生きている、

日本ならではの固有種たちのス

ゴさを、笑いあり、涙ありのエ

ピソードとともに紹介！

すいどう

百木 一朗/作

ふだん使っている水道の水はどこ

からきてどこへ流れていくかな？

水道を通して私たちの暮らしの中

で使われている水の流れをわかり

やすく描いた絵本。

わたしはどこでしょう？

藤川 智子/作

おもちゃをさがしてみよう！

さがすおもちゃは、だるま、ま

ねき猫、こけし、犬、福助、鯛

の6種類！地域に伝わってきた手

仕事の温かさや、子どもをたい

せつに思う気持ちを感じられる

絵本。

ぐいーん！

こうしょさぎょうしゃ

鈴木 まもる/絵

大きな高所作業車から、小さな

ものまで、様々な高所作業車を

描く。名コンビによるのりもの

絵本シリーズの11冊目！

超むずいまちがいさがし

アカハナドラゴン/作画

楽しく遊んで脳力アップ！まちがい

さがしの数はたっぷり1,350個！

超（ちょ～）むずいまちがいさがし

知育本！探検キッズのケン＆ミユが

35種類の恐竜たちを救うため27か

所の世界遺産をめぐる大冒険！

えんぴつはだまってて

あんず ゆき/作

学校で拾ったえんぴつから、い

きなり現れた、へんてこなやつ。

だれ？つくも神？えんぴつに憑

いてる？！そんな不気味なもの、

ぜったい、関わりたくない！

と思ったけれど……


