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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3年2月20日発行

（第57号）

■休館日

いろんな図書館に
行ってみよう！！

おはなし会

3月6日（土） 9時30分～10時30分 東粟倉図書館

※おりがみ教室もあります。

3月10日（水） 10時30分～11時 英田図書館

3月13日（土） 10時～11時 中央図書館

造形あそび広場

3月14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♪

お願い

・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。
・人と人との距離は１ｍ以上
あけましょう。

大野コミュニティセンター
（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 ぶっくる号

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。

※掲載の行事日程等は新型コロナウイルスの影響により
変更となる場合があります。

昔話をたのしむ会

3月28日（日） 11時～12時 中央図書館 ほっこりさんによる民話の語りの会です。

※3/7（日）は機器メンテナンスのため臨時休館します。



卒業式は真夜中に

赤川 次郎/著

高校２年生の如月映美は卒業式の

後、誰もいない教室で鳴っている携帯

を見つける。思わず中を見てしまうと、

そのメールには、学校での殺人予告

が！青春サスペンス・ミステリー。

もうすぐ卒業の季節ですね！

いつも図書館をご利用

いただきありがとうございます！

日頃の感謝をこめて、3/9（火）まで

「サンキュースタンプラリー」

を開催しています！

この機会に、たくさん本を読んで

ください♪

大人の礼服とマナー

美しいひとBOOKS/著

大人の女性が、最低限おさえておきた

い礼服の知識と、だいじなマナーをまと

めた１冊。心をこめて「場」に臨み、相

手に気持ちを伝えるために、必要なこと

を網羅。

おめでとうかいぎ

浜田 桂子/作

卒園の日。なかなか眠れないゆう

きくんは、スペシャルゲストとして通

園バッグたちが開く「おめでとうかい

ぎ」に招待されます。そこで待って

いたのは･･･。

スタンプ30こで・・・A賞

スタンプ20こで・・・B賞

スタンプ15こで・・・C賞

スタンプ5こで・・・D賞

芥川賞・直木賞決定！！

第164回芥川賞・直木賞が決定しました。

受賞作品は・・・

【芥川賞】 推し、燃ゆ 宇佐美 りん/著

【直木賞】 心淋し川（うらさびしがわ）

西條 奈加/著

市内図書館で予約受付中です♪

めざせ
30冊達成！



新着・おすすめ本

一般書
ライト・スタッフ

山口 恵以子/著

映画観客人口がピークを迎える昭和33 

年。名優、名監督が綺羅星のごとく存

在した時代。刻々と移り行く時代のな

かで、それでも変わらない心揺さぶる

もの、人が懸命に生きる姿を、松本清

張賞受賞作家が描く！

汚れた手をそこで拭かない

芦沢 央/著

平穏に夏休みを終えたい小学校教諭、

認知症の妻を傷つけたくない夫。元不

倫相手を見返したい料理研究家……始

まりは、ささやかな秘密。ミステリ５

篇からなる、傑作独立短編集。

ひとり事

キューライスのサクセスごはん

キューライス/著

料理を作るのは、映画好きな独身の

坂元。彼に取り憑く幽霊のハルに気

づかずに、美味しい料理を作る日々。

「ネコノヒー」「スキウサギ」が大

人気のキューライスが贈る、初めて

のレシピ漫画。

居酒屋店長特製の

欲望おにぎりとよろこび丼

RIKA/著

福岡で評判の居酒屋店長の大人気

Instagramが、レシピ本になって

登場！

ほどよい距離が見つかる本

古宮 昇/著

心の病まではいかないものの、

日々の人間関係に疲れ、ストレス

を感じている大勢の方が生きやす

くなるための秘訣をセラピーなど

を交えて紹介。

月と私と甘い寓話

野村 美月/著

さまざまな悩みを抱えてお店を訪れ

た人たちは、ストーリーテラーの語

る物語と、美しいシェフの作る極上

のお菓子に心解きほぐされていく。

疲れた心に甘くやさしく沁みわたる

連作短編集。

絵本で世界を学ぼう！

吉井 潤 ほか/著

子どもも大人も一緒に絵本を読んで

世界への扉を開こう！105の国の

国旗や地図、人口などの基本情報を

示し、その国の絵本1冊を選んでポ

イントを紹介する。

いとまの雪 上・下

新説忠臣蔵・ひとりの家老の生涯

伊集院 静/著

日本史上最も有名な復讐劇を独自の

視点で描き切った時代長篇。伊集院

静版・新忠臣蔵。

免疫ビタミンLPSで

新型コロナに克つ

杣 源一郎/著

自然免疫を活性化するのが自然由来の安

心な物質、LPS。免疫学者にしてLPS

の権威でもある著者が、わかりやすく教

えてくれる、感染症対策の決定版。

ある日、うちの子が

学校に行かなくなったら

鈴木 あや/著

不登校の子どもを持つ経験のある著者

が復学カウンセラーとなり、15年以

上、北海道から沖縄まで全国飛び回る

中で起きた出来事を引用しながら、子

どもの不登校で悩むお母さんたちに送

るメッセージ。



児童書
ようこそ あたらしいともだち

リチャード・スキャリー/作

ある日うさぎがみつけた卵からう

まれたのは初めてみる生き物。

ビーバーみたいな毛やしっぽ、カ

モみたいなくちばしと水かき、照

れ屋なところはリスみたい。みん

なに少しずつ似てるけど、誰とも

違うこの子はいったいだれ？

ねこのようしょくやさん

KORIRI/作

ねこシェフハルオと助手のみか

んちゃんはふみふみこねこねハ

ンバーグをしこむとランチの開

店です。ところがハンバーグが

つまみぐいされてるにゃ！犯人

はまさか…。

うしとざん

高畠 那生/作

「今日はこれからうしに登り

ます。どのうしにしようか

な？」男は無事「うしとざ

ん」ができるでしょうか。

なんか気になる、へんてこり

んな絵本。

かがくの天才

ウキウキ小学1年生

学校入学準備になにをしたらい

いのか迷う保護者のかたに、遊

びながら、子どもがたのしく集

中して読み進められる、新しい

タイプの知育ブックシリーズ。

嘘吹きネットワーク

久米 絵美里/著

小野寺理子。野瀬小学校、６年1組、

学級委員。クラスのSNSで出回っ

たデマから風紀を正そうと、理子

は「フェイク職人」である錯の元

を訪れる。ところが、錯は、フェ

イク画像にふっ、と息を吹きかけ

てみせると…。

もふかわ☆ミニミニ動物

約１３０種の小さくてかわいい動

物が大集合！実物大の写真や背比

べで大きさがよくわかる！本当は

すごい小動物のヒミツ、占いや物

語などコラムもたっぷりです。

頭がよくなる

なぞなぞチャレンジ！366日

なぞなぞで脳に刺激を与えて、

アタマの回転MAXに！やればや

るほど子どもの向上心と頭の柔

軟性がアップ！1日3問。毎日

チャレンジ出来て1年間！

星明かり

熊谷 千世子/文著

上杉昴、二月十日の水瓶座。小学

校六年生。正真正銘の、女の子。

でも、名前だけで男の子だと勘違

いされる。ある日、冬休みの宿題

で、自分の生い立ちを調べること

になり…。

またまたうそだあ！

山村 浩二/絵

本だなに見たことのない本を見つ

けたんだ。

その本をとりだしてみたら･･･。

１冊の本から広がる大冒険！！

これってうそ？ホント？！

パンどろぼう

vsにせパンどろぼう

柴田 ケイコ/作

パンどろぼう、それは世界中のおい

しいパンを探しもとめる大どろぼう。

パン屋のおじさんにさとされて、

りっぱなパン職人になりました。と

ころが、世界一おいしい森のパン屋

に、またしても事件の予感が…？


