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31 ※休館日

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2年4月20日発行

（第47号）

大野コミュニティカフェ
（大原地域）

やまゆり苑（勝田地域）

～あなたの地域に本を届けます～

出張図書館

いろんな図書館に
行ってみよう！！

おはなし会

5月9日（土） 10時～11時 中央図書館（にじの会）

5月10日（日） 10時～11時 大原図書館（ぽけっと）

5月12日（水） 10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）

5月●日（土） 10時～11時 東粟倉図書館 ※おりがみ教室

5月23日（土） 14時～15時 作東図書館（かぼちゃの馬車）

昔話をたのしむ会

5月24日（日） 11時～12時 中央図書館

（みまさか民話の会ほっこり）

造形あそび広場

5月10日（日） 10時30分～16時30分 東粟倉図書館

カプラブロックで自由に遊ぼう♪

中央図書館の臨時開館（5/3・5・6）は、新型コロナウイルス感
染予防のため中止としました。ご了承ください。

※5月に予定していた各館のイベントは、
新型コロナウイルス感染予防のため中止とします

図書館内では、新型コロナ

ウイルス感染防止のため

■一定時間ごとの換気

■ドアやカウンターの除菌

■マスクなどの着用

を行っています。

また、利用者のみなさんに

も閲覧コーナーなどでの長

時間滞在について自粛をお

願いしています。

感染防止のため、ご理解と

ご協力をお願いいたします。



図書館クイズ

4月21日（火）～ 5月16日（土）

対象：小学生以下

図書館にある本を使って司書が考えたクイズを出題。

クイズは年齢に合わせて作ってあり、全問正解者には

景品をプレゼント！

・・・・・その他イベント・・・・・

『東京バンドワゴン』シリーズ

小路幸也/著

明治から続く下町古書店“東京

バンドワゴン”ちょっとおかしな四

世代ワケあり大家族のラブ&ピー

ス小説。『アンド・アイ・ラブ・ハー』

までの14冊。

図書館の本を
ご活用ください

おうちでオリジナルえほんをつくろう

4月21日（火）～ 台紙がなくなり次第終了

図書館で台紙を配布します。おうちで自由に絵を描い

たり、お話を考えたり、自分だけの絵本を作ろう！

完成したら図書館にもってきてください♪

子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの読書週間」
は１９５９年にはじまりました。もともとは、５月５日の「こどもの
日」を中心とした２週間（５月１日～１４日）でしたが、２０００年
より、今の４月２３日（世界本の日・子ども読書の日）～５月１２
日になりました。

標語：

「出会えたね。とびっきりの1冊に。」

第
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『十二国記』シリーズ

小野不由美/著

「お捜し申し上げました」-女子高

生の陽子の許に、ケイキと名乗る

男が現れ、地図にない異界へと

連れ去ったー『魔性の子』から最

新作『白銀の墟玄の月』（全4

巻）で計15冊。

『ハリー・ポッター』シリーズ

Ｊ・Ｋ・ローリング/著

意地悪な従兄にいじめられながら11

歳の誕生日を迎えようとしたとき、ホグ

ワーツ魔法学校からの入学許可証が

届きー。『ハリー・ポッターと賢者の石』

から始まる7作品全11冊。

Stay Home (ｽﾃｲ ﾎｰﾑ）
おうちで読書キャンペーン
4月18日（土）～ 5月2日（土）

期間中は1人10冊までの貸出冊数を

1人15冊までに増冊します!!

感染予防のため、自宅で過ごす時間が

増えていると思います。

GW(大型連休）は、自宅でゆっくりと本

を楽しんでください。

図書館で

手づくりマスクの

型紙 配布中



新着・おすすめ本

一般書
暴虎の牙

柚月 裕子/著

島のマル暴刑事・大上章吾の前に現れ

た、最凶の敵。愚連隊「呉寅会」を率

いる沖虎彦の暴走を、大上とその愛弟

子である日岡は止められるのか？ 著

者の人気を決定づけた警察小説『孤狼

の血』シリーズ、ついに完結！

クスノキの番人

東野 圭吾/著

その木に祈れば、願いが叶うと言

われているクスノキ。

その番人を任された青年と、クス

ノキのもとへ祈念に訪れる人々の

織りなす物語。

愚か者の城

矢野 隆/著

朝倉討伐の遠征に出ていた信長に於市

からの驚くべき報せが届けられる。長

政が信長を裏切り、朝倉義景側につい

たというのだ。藤吉郎は、信長から於

市のいる浅井家討伐を命じられるが

──。

長生きしたいわけではないけれど。

曽野 綾子/著

８８歳にして、様々な苛烈な言動で耳目

を集める「人生の達人」が教える「人生

１００年時代」を静かに全うするため心

得とは？

人気店の味をおうちで！

週末が楽しくなる再現ごはん

かっちゃん/著

あの人気店や有名チェーンのハン

バーグやドリア、たこ焼き、韓国グ

ルメから、コンビニで見かけたよう

なあのスイーツまでも…！話題の店

や有名チェーンの人気メニューを再

現するレシピ本。

本能寺前夜

光成 準治/著

本能寺の変の背景を、合戦を軸に西国

大名の関係に着目し検証。天下一統へ

の希求を生んだ状況に最新研究で迫る。

さよさんの

「物の減らし方」事典

小西 紗代/著

何軒もの物にあふれた家の片付けを

実現させてきた、整理収納アドバイ

ザーとして人気のさよさんが、片付

けの第一歩、失敗しない「物を減ら

し方」と「きれいが続く収納方法」

を伝授。

リアル宅配便日記

…毎日こんなことが起こってます!!

ゆきた こーすけ/著

ほっこりする子供やおじいちゃんおばあ

ちゃん話から「え、そんな事あるの!?」

な配達エピソードまでを4コママンガで

たっぷりお届けします!!

サル化する世界

内田 樹/著

ピュリズム、敗戦の否認、嫌韓ブーム、

AI時代の教育、高齢者問題、人口減少

社会、貧困、日本を食いモノにするハ

ゲタカ……モラルの底が抜けた時代に

贈る、知的挑発の書。

旅ごはん

小川 糸/著

著者が魅了されたリトアニアや、

暮らしを営むドイツをはじめと

する欧州各地の料理から、身近

な日本のお弁当まで、忘れられ

ない味と人々との出会いを綴っ

た、人気作家のおいしいエッセイ。



児童書

いつつごうさぎのきっさてん

まつお りかこ/著

「いらっしゃいませー！いつつ

ごうさぎのきっさてん、かいて

んしまーす！」家と喫茶店が一

緒になったトラックで旅をする、

愉快ないつつごうさぎのお話！

わたしたちの家が火事です
ジャネット・ウィンター/著

世界じゅうの気候がおかしい。地

球の温度が上がっている。手おく

れにならないうちになんとかしな

くては！ スウェーデンのグレ

タ・トゥーンベリの勇気ある行動

が、世界を動かしました。

ポケモン空想科学読本③④

柳田 理科雄/著

どっちが強い! ?全30対決を科学的に

シミュレーション!

ポケモンたちはすごい能力や特徴を

持っているが、彼らの戦いを科学的に

考えたらどうなるだろう? 

えんそくのおばけずかん

おいてけバスカイド

斉藤 洋ほか/著

累計７０万部の大人気シリーズ「おばけ

ずかん」の最新刊。今回はたのしいえん

そくの日にでてくるおばけのおはなしで

す。こわいけど、おもしろい！

ペンギンの体に、

飛ぶしくみを見つけた!

山本 省三/文

なぞだらけの動物の世界。体のふ

しぎや進化のひみつを、自分の目

でたしかめながら明らかにしてい

く動物学者の研究をえがくシリー

ズ。

おおきくしてはっけん！

ざりがにのひみつ

武田晋一/写真

敵から逃げるためにジャンプする

様子や体の掃除をする様子、小さ

な赤ちゃんの拡大写真まで。ざり

がにの魅力満載の一冊です。

名探偵メクル！

藤田 遼/著

メクルはどこにでもいるふつうの

小学生。だけどナゾをときあかす

ことは大とくい！ 小学校につた

わる七不思議のナゾから、ぬすま

れたダイヤのナゾまで、たった4

ページでかいけつするスイリ小説。

朔と新

いとう みく/著

「伴走者になってもらいたいんだ、

オレの」バス事故で視力を失った朔

が弟の新に願いを伝える。その願い

を新は断ることはできなかった…。

兄と弟は、１本のロープをにぎり、

コースへと踏み出してゆく―。

りんごだんだん

小川 忠博/写真・文

ジュマンジ。

真っ赤なリンゴ、ずっとしまって

おいたらどうなるの？だんだん、

だんだん……。だれも見たことの

ない、変わりゆくリンゴの姿を

追った346日の写真記録絵本！

ねえねえなに はこんでるの？

スズキ サトル/著

さまざまな車の仕事ぶりと、運

んでいるものを知ることができ

ます。ラストには登場した車が

ずらっと並ぶパノラマ場面つき。


