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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3月20日発行

（第82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-

4月 1日（土）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）

4月 8日（土）10時30分～11時 中央図書館（にじの会）

4月 8日（土）10時～11時 東粟倉倉図書館（ぽけっと）

4月12日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）

4月15日（土）14時～15時 作東図書館（タンポポ）

図書館HP

ご参加をお待ち
しています！！



巡回日程 定期巡回場所（時間） ※祝日は巡回しません

第１・３土曜日

4/1 . 4/15 大吉ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（10:00～10:30） 大原公民館（11:00～11:30）

第１・３金曜日

4/7 . 4/21
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2・４土曜日

4/8 ．4/22 旧粟井小学校（10:00～10:30） 勝田東小学校（11:00～11:30)

第２・４日曜日

4/9 ．4/23 豊国公民館（10:00～10:30） 勝田ひまわりドーム（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

「新生活応援！」

からの新生活を応援します！

（カードは市内各館・ぶっくる号でもらえます）

あなたの好きな本をカードに書いて、
カウンターに持ってきてください。
オリジナルしおりをプレゼントします♪

なぜか感じがいい人の

かわいい言い方

こどもの読書週間イベント

令和5年4月から
巡回ルートを
リニューアル！！

ブックツリーを作ろう！

4月22日（土）～５月14日（日）

市内全館・移動図書館車ぶっくる号

1日24時間は変わらないの

に、短く感じたり、長かったり。

効率だけではない、自分ら

しい時間の使い方を見つか

るかも…

マンガでわかる

ひとり暮らしのトリセツ

アベ ナオミ/絵

進学・就職・転勤などのタイミン

グで、ひとり暮らしはじめる人に

向けたハウツー本！

らんらんランドセル

モリナガ ヨウ/著

6年間ずっといっしょにすごす、

大事なランドセル。この絵本

を読んだ後、ランドセルをもっ

ともっと大切にしたくなる！

山崎 拓巳/著

感じのいい人には、特徴がある！

“心理学やコーチング理論に基づ

いた人との距離を縮める“かわいい

言い方”をご紹介。

時間を、整える



新着・おすすめ本

一般書

神無島のウラ

あさの あつこ/著

教員をしていた主人公は、故郷の鹿児島

県の神無島に帰ってきた。島の人々は二

十年前、島で起こった事件などいつまで

も引きずっていない──。子どもたちの

交流と若手教師の再生を描く感動作。

あなたはここにいなくとも

町田 そのこ/著

恋人に紹介できない家族、会社でのいじめ

による対人恐怖、人間関係をリセットした

くなる衝動、わきまえていたはずだった不

倫、ずっと側にいると思っていた幼馴染と

の別れ…。

心を解きほぐす温もりに満ちた全五篇。

ガウディの遺言

下村 敦史/著

1991年、バルセロナで暮らす志穂

は、父の友人であるアンヘルの遺体

が尖塔に吊り下げられているのを発

見してしまう。手がかりを求めて調

べ始めるが、ガウディが遺した「あ

る物」の陰謀に巻き込まれていく─。

魔女と過ごした七日間

東野 圭吾/著

AIによる監視システムが強化された日本。

指名手配犯捜しのスペシャリストだった

元刑事が殺された。不思議な女性・円華

に導かれ、父を亡くした少年の冒険が始

まる。記念すべき著作100作目、圧巻

の傑作誕生！

今やるのが、いちばんハヤイ！

人生が整う「小片づけ」

井田 典子/著

服の収納スペースを減らす、不要に

なった紙は今日捨てる。「小片づけ」

の習慣さえあれば、面倒な「大片づ

け」は必要なくなる！片づけの達人、

井田典子さんの最新刊。

みんなのどんぶり食堂

杏耶/著

JA全農広報部のご協力を得て、全国

各地の農家さんがおすすめするどんぶ

りレシピを集めた一冊。

大ボリュームの50レシピ掲載！

ものがわかるということ

養老 孟司/著

「わかる」とはどういうことなのか、

それが「わからない」。じゃあ説明

してみよう！それがこの本が始まり。

脳と心の関係、意識の捉え方につい

て解説した一冊。

香川にモスクができるまで

岡内 大三/著

イスラム教とはどのようなものなのか？

ムスリムにとってモスクとはどのような

存在なのか？著者は祖国を離れ地方都市

で暮らす彼らのコミュニティーに深く関

わるようになっていく。

１０代から知っておきたい

女性を閉じこめる「ずるい言葉」

森山 至貴/著

性差別を無意識に受け入れてしまわな

い手がかりを社会学者が伝授。

すべての女性が自分らしく生きていく

ためのバイブル！

日本史を暴く

磯田 道史/著

知っているつもりの日本史も新たな面が

見えてくる！本書では戦国、江戸、幕末

の驚きの真相が満載。忍者や忠臣蔵など

馴染みあるテーマの実像や、疫病と日本

人の闘いの歴史も明らかにした、大人気

歴史エッセイの最新作。



児童書

５分後に意外な結末ｅｘ

緑に覆われた世界の出来事

桃戸 ハル/編著

短い時間で読めて、全編、予想外の

結末。本作でも、笑い、感動、恐怖、

名作など、さまざまなタイプのドン

デン返しを用意。子どもから大人ま

で楽しめる人気シリーズの最新刊。

よるのどうぶつえん

岡田 千晶/絵

お母さんとはぐれてしまったこねず

み。匂いを頼りにたどり着いた所は、

夜の動物園。灯りが消えた頃、動物

たちの時間が始まります。夜の空気

まで感じられるような、イラストと

ストーリーが魅力！

「学校」ってなんだ？

不登校について知る本

ある日突然、学校に行きたくなくな

る……。そんな「不登校」について、

マンガと図解で小中学生にわかりや

すく解説。学校に行く意味や学びの

機会について、子どもたちに気づき

を与える１冊。

いちねんせいえほん

林 ユミ/絵

学校・友だち・生活・安全……

楽しい小学校生活を送るために、

入学前後に身につけたい42の習慣

を紹介！

親子で読みたい入学準備の絵本。

世界一おおきいのりもの図鑑

世界一大きい乗り物って、どんな

もの？

世界一大きい自動車、世界一大き

い船、世界一大きいブルドーザー

など大人も子供もアツくなれる乗

り物写真集！

ぼくはいったいどこにいるんだ

ヨシタケ シンスケ/作

じぶんのことをちずにしてみると、

わかることがたくさんある。いま

どこにいるのか、このあとどうし

たいのか、なにがだいじなのか。

ヨシタケシンスケ流、頭と心の整

理整頓、発想えほん第５弾！

はんぶんこ

杜 今日子/さく

まあるいあなのドーナッツをは

んぶんこ。「はんぶんこ」とい

う言葉の楽しさと、食べ物をは

んぶんに分けた時のかたちの変

化のおもしろさで、赤ちゃんを

魅了する絵本！

どこでもタクシー

鈴木 まもる/さく・え

どこでもタクシーの運転手、

ジュンくん。ライオンさんを飛

行場へ、くまさんたちをデパー

トへ。右に曲がり、左に曲がり、

今日も大活躍！さいごのお客様

はいったいだれかな？

どうやってできるの？

チョコレート

原料のカカオから板チョコレートが

できるまでを、豊富な写真としかけ

画面を使いながら、追っていく！

原料が変化して食べ物になるふしぎ、

そして社会の仕事にも目が向く絵本。

５年２組ふしぎだね

吉野 万理子 /作

いつもの毎日のなかの、ちょっ

とふしぎなお話をおとどけ。

ある学校の、あるクラスに通う

子どもたちを主人公にした、

短編集。


