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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8月20日発行

（第63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

おはなし会

９月に予定していた各館のおはなし会は、感染予防の

ため中止させていただきます。

（蔵書点検にともなう臨時休館）

9月24日～30日（英田図書館） 10月5日～10日（作東図書館） 10月29日（大原図書館）

9月30日（勝田図書館） 10月12日～16日 （中央図書館）

ブックサロン

9月25日（土） 10時～11時

本好きな方、図書館好きな方、情報交換しま

しょう！

いろんな図書館に
行ってみよう！！

造形あそび広場

9月5日（日） 10時30分～16時30分

カプラブロックで自由に遊ぼう♪

東粟倉 東粟倉

「ほっこり」による

昔話をたのしむ会

9月26日（日）11時～12時

中央

すいぞくかんをつくろう！

9月14日（火）～10月16日（土）

工作をしてとしょかんの中にすいぞくかんを作ろ

う！

英田

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。



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

9/3 . 9/17 梶並やまゆり苑（11:00～11:30） 大野ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（13:30～14:00）

第１・３土曜日

9/4 . 9/18
大吉ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（10:00～10:30） 勝田東小学校（11:10～11:40）

むさしこども園（16:00～16:30）

第２・４土曜日

9/11 . 9/25
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

9/12 ．9/26
豊国公民館（10:00～10:30） 旧巨勢小学校（11:15～11:45）

かつた市民センター（16:15～16:45）

赤字は毎月の定期巡回日です

今月の巡回日は･･･

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。

ぶっくる巡回
コース

九月が永遠に続けば

沼田 まほかる/著

息子の失踪直後に、愛人の男が死

んだ。もしかして、息子が殺したのか?。

第5回ホラーサスペンス大賞受賞作。

今月のおすすめ

〈注意〉
8月から巡回時間が変更となっています!!

「9月」をテーマにした本を紹介します。

九月の四分の一

大崎 善生/著

表題作ほか三篇。失われた

ときの痛みとぬくもり心のゆら

ぎを紡ぐ著者初の短篇集。

９月１日 母からのバトン

樹木 希林/著

「死なないで、死なないで……。今日

は、大勢の子どもが自殺してしまう日

なの」2018年9月1日、病室の窓の

外に向かって、言葉を詰まらせながら

つぶやいた母。遺された娘は考える。

彼女はいったい何を伝えたかったのだ

ろうか。

９月のえほん

９月の行事や自然、旬の食べもの、

遊びなどを趣のあるきれいな絵で紹

介するとともに、季語、記念日、で

きごとなども掲載。

芥川賞・直木賞受賞作品がそろいました！

芥川賞受賞 『貝に続く場所にて』 石沢 麻依/著

『彼岸花が咲く島』 李 琴峰/著

直木賞受賞 『星落ちて、なお』 澤田 瞳子/著

『テスカトリポカ』 佐藤 究/著

市内図書館に所蔵しています。予約受付中です♪



新着・おすすめ本

一般書

星のように離れて雨のように散った

島本 理生/著

行方不明の父、未完の『銀河鉄道の

夜』、書きかけの小説。三つの未完の

物語の中に「私」は何を見出すのか？

人生の岐路に立つ女子大学院生を通し

て描く、魂の彷徨の物語。

invert 城塚翡翠倒叙集

相沢 沙呼/著

綿密な犯罪計画により実行された殺人事

件。完璧な計画のはずが、犯人たちのも

とに、死者の声を聴く美女・城塚翡翠が

現れる。すべてを見通す翡翠の目から、

彼らは逃れることができるのか？

貝に続く場所にて

石沢 麻依/著

コロナ禍が影を落とす異国の街に、9

年前の光景が重なり合う。ドイツの

学術都市に暮らす私の元に、震災で

行方不明になったはずの友人が現れ

る。人と場所の記憶に向かい合い、

静謐な祈りを込めて描く鎮魂の物語。

池上彰の君と考える

戦争のない未来

池上 彰/著

池上彰が中高生向けに書き下ろした

ノンフィクション。人間への信頼や

希望、一人一人が考え行動していく

ヒントに満ちた一冊。

ご当地絶景中国四国

いまの時流に合ったオススメの絶景

を収録。中国四国の海・山・花の四

季折々に楽しめる風景を紹介。その

他絶景写真の撮り方など、コラムも

掲載。

たまごの旅人

近藤 史恵/著

念願かなって、海外旅行の添乗員に

なった遥。ツアー参加客それぞれの特

別な瞬間に寄り添い、ときに悩みなが

らも旅を続ける。ところが2020年、

予想外の事態が訪れて――。

こじらせ美術館

ナカムラ クニオ/著

歴史に残る芸術は、偉大なる「こ

じらせ」から生まれた!? 巨匠た

ちのダメ人間エピソードと作品の

秘密を、代表作やチャート図など

視覚的要素満載でわかりやすく解

説する。

硝子の塔の殺人

知念 実希人/著

雪深き森に輝く硝子の塔。ミステリ

を愛する大富豪によって刑事、霊能

者、小説家、料理人など様々なゲス

トが招かれた。館で起こる惨劇の謎

を名探偵と医師が追う！ 著者初の

本格ミステリ長編。

いやし図鑑

信田 広晶/著

眠れない、動かない、元気がでない…心

と体がなんとなくずっと不調な人のため

に、睡眠・食事・運動・仕事・生活習慣

の章に分け、それぞれのお悩みといやし

メソッドを紹介。

志麻さんの魔法のソースレシピ

志麻/著

お肉や魚を焼いただけでも、野菜を茹で

ただけでも、コンビニスイーツも。すべ

てソースをかけると極上のひと皿に。伝

説の家政婦が教えてくれる素材を生かし

たシンプルでおいしい料理レシピ本。



児童書
わんぱくだんのりゅうぐうじょう

末崎 茂樹/絵

浜辺で子ガメを助けて竜宮城へ招待さ

れたわんぱくだんの3人。毎日おいし

い料理を食べ、歌ったり踊ったり、冒

険に出かけたり。そしてお別れの時、

乙姫様は3人に玉手箱を差し出して

……。わんぱくだんの3人はどうなっ

ちゃうの!?

31センチの約束

嘉悦 洋/文

おしゃれ好きな女の子のサラは、

白血病になってしまった友達のゆ

いのために髪を伸ばしてウィッグ

を作ることに。でも、サラの所属

するバレーボールクラブでは「髪

はショートカット」という伝統が

あって……。

サマークエスト

北山 千尋/作

10年前に海で死んだ父のこと

を知りたいヒロキは、父の命日

に使われたカメラを見つけ、中

の写真を現像した。父の死んだ

海を突き止めたヒロキは、そこ

へ行くことを決意し……。

れんこちゃんのさがしもの

戸森 しるこ/作

お料理好きのれおくんが、ある日

煮物用のれんこんを切ったら「れ

んこちゃんよ」と話しだした！煮

物になりたくないれんこちゃんは、

色んなものになろうとしますが

……。

10歳からの

図解でわかるSDGs

平本 督太郎/著

持続可能な開発目標(SDGs)のさ

まざまな「疑問」を、この1冊で

やさしく解決。2030年までに達

成すべき「17の目標」を理解し、

幸せで楽しい未来をめざすための

本。

すごい四字熟語

カツヤマ ケイコ/まんが

四字熟語を学ぶと、状況を整理する

力や考える力が身につく!? たった

4文字で、大昔の中国で生まれたの

に、現代の私たちの行動や考えと予

言のようにぴたりと一致する四字熟

語。そんな四字熟語のすごさをめ

いっぱい紹介する本。

さよならのたからばこ

長崎 夏海/作

小学二年の美波は、島から東京に

ひっこす前の日、お別れ会に来な

かった洋生にばったり会って二人で

ひとさがしをすることに。いつも遊

んでいた友だちとさよならするため

の大事な一日を描く。

鬼完全図鑑

大人気の「鬼」をテーマにまとめ

た、いままでにない児童向けの鬼

図鑑。イラストで総勢77種類の鬼

を徹底解説！どんな鬼がいるの？

という紹介から、通信簿や分布図

まで網羅し、楽しみながら読める

1冊。

パンダツアー

のはな はるか/著

深海トンネルにお菓子工場、空のお

城……。パンダのお客さんたちがパ

ンダバスに乗って、驚きとワクワク

いっぱいの観光地を巡るバスツアー

に出発。ツアーの見どころやキャラ

クターを、探して、眺めて、何度も

楽しめる「絵さがし絵本」。

どうぶつせんきょ

アンドレ・ホドリゲスほか/作

森のみんなが、ルールをきめて

リーダーをきめるとうひょうを

することに。この本は、せん

きょやみんしゅしゅぎについて、

子どものあなたが考えるための

絵本です。あなただったら、だ

れに1ぴょうをいれますか？


