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ミニシアター
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原画展
６／１３まで

ストーリーテリング（おはなしオルゴール）

イベント「おはなし広場」２階講堂

第３土曜日

１４：００～１４：３０

１４：００～１４：２０

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば

よみきかせ（子どもの本の会）

第３金曜日

第３日曜日

１０：００～１０：２０

よみきかせ（にじのはし）

図書館ミニシアター
第２・第４日曜日

１４：００～１４：２０

第４土曜日

１３：３０～

１１：００～１１：２０
１４：００～１４：２０

※上映会の内容は４ページにあります
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予約ベスト

一般閲覧室・ＹＡ今月の展示
ガラスケース

５

① 『心淋し川』
西條 奈加／著 集英社（１10 件）
① 『家族じまい』
桜木 紫乃／著 集英社(１10 件)
③ 『少年と犬』
馳 星周／著 文藝春秋（96 件）
④ 『クスノキの番人』
東野 圭吾／著 実業之日本社（92 件）
④ 『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』
東野 圭吾／著 光文社(92 件)

スーベニアスプーン ～記念スプーン～
検索機前展示
日本のはじまり読んでみよう～日本書紀
新刊棚横展示
何して過ごす？ ぼっち時間
ヤングアダルトコーナー前展示
365 日何かある！

こちらの本をお読みになりたい方は、カウンター
へ予約申し込み、またはインターネット予約を
お願い致します。

※4 月 15 日集計分

題字をかいてくれたお友達の

「10 歳までに読みたい世界名作」

すきな本を紹介するよ☺
学研プラスから出版されている読み物
のシリーズです。赤毛のアンや長くつ
下のピッピなど海外の名作がたくさん
ラインナップされています。

文学

New

一般書新刊案内

実用書

「ミシンの見る夢」 ビアンカ・ピッツォルノ／著 [973 ﾋ]

「刑法の時間」

「断絶」

「語り芸パースペクティブ」 玉川 奈々福／編著[770.4 ｶ]

「泡」
「キネマの神様」
「Day to Day」
「小福ときどき災難」

リン・マー／著 [933.7 ﾏ]
松家 仁之／著 [F ﾏ]

「イスラム文化と観光」

原田 マハ／著[F ﾊ]

佐久間 修／編[326 ｹ]

林 良隆／著[689.4 ｲ]

「時代を撃つノンフィクション 100」 佐高 信／著[019.9 ｼ]

講談社／編[F ﾃ]
群 ようこ／著[E ﾑ]
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「仕事と人生」

西川 善文／著[159.4 ｼ]

「英語の読み方」

北村 一真／著[837.5 ｴ]

参考・郷土室今月の展示

児童コーナー今月の展示
丸テーブル展示

２階エントランス

かわいいしっぽのおともだち

コイノボリ大火１００年

本棚展示
はたらいてくるべさ ～はたらく くるま～

☆こんげつのオススメ☆

☆今月のオススメ☆

こどものほん

大人の本
※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

きれいでかわいくってきゅんとする！
『ふたりのひとりたび』
山咲 めぐみ／著
みらいパブリッシング,2021.02 [E フ]
ひとりで旅にでたきつね君。旅の途中から、鳥
さんがついてきた! きつね君は「おまえがいる
と、ひとり旅じゃなくなっちまう」と鳥さんに言う
が…。写真と絵で瑞々しい世界を描く新感覚絵

うまは可愛い。ウマは美しい。馬は賢い。
馬種リストを眺めるだけでも楽しい一冊。
『ウマの博物図鑑』
デビー・バズビー／カトリン・ラトランド／著
原書房 2021.02 [645.2 ｳ]
5500 万年をかけて進化してきた種であるウマ
の生物学的特徴・行動・多様性を、あますとこ
ろなく探究。300 におよぶ豊富な図版、画像や
図表、美しい写真も収録する。

本。

New

えほん
「おばあちゃんのアラッ?」

こどものあたらしいほん

よみもの

「もしものための防犯ゼミナール」

長谷川 舞／著[E ｵ]

[36 ﾓ]

「ひびけわたしのうたごえ」

カロライン・ウッドワード／文」[E ﾋ]

「はじめての旬やさいレシピ」 春新谷 友里江／監修」[59 ﾊ 1]

「ふたりのひとりたび」

山咲 めぐみ／著[E ﾌ]

「うねゆたかの田んぼの絵本 1」 宇根 豊／作[61 ｳ 1]

「ぼくのおうちはどこ?」やまなか ようこ／さく・え[E ﾎ]

「日本のチョウ大図鑑 2」 福田 晴男／監修・著[48 ﾆ 2]

「もふもふちゃん」

「オンライン! 21」

ひらぎ みつえ／作[E ﾓ]

雨蛙ミドリ／作[913 ｵ 21]

「三毛猫ホームズの古時計」赤川 次郎／著[913 ﾐ]

「リアスのうみべ さんてつがゆく」宇部 京子／作[E ﾘ]
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中央図書館からのお知らせ
こどもの読書週間記念事業

市立図書館開館 70 周年記念事業

プロフィールボックス

シゲリカツヒコ原画展：『だれのパンツ？』
シゲリカツヒコワークショップ：
『ぱんつ！パンツ！Pantsu!?』

場所：児童コーナー入口
期間：2021/4/23（木）～無くなり次第終了

原画展

定数：３０セット

場所：一般カウンター前

内容：こどもの読書週間記念事業として、

期間：2021/5/13（木）～6/13（日）

中に何が入っているかお楽しみなブラインド

内容：KADOKAWA より 2019 年に出版された

ブックの貸出を行います。
おとなもこどもも楽しめる本が３冊入ったボ

絵本作家シゲリカツヒコさんの絵本、

ックスになります。

『だれのパンツ？』の原画を展示します。

※３冊、貸出できる空きをご用意ください。

ワークショップ
場所：中央図書館２階講堂
日程：2021/6/12（土）10：00～11：30
対象：４歳から中学生

こんなご質問がありました

持物：筆記用具やお気に入りのカラーペン

Ｑ、ねずみくんの絵本はどこにあるの？

申込：2021/5/13（木）9：30～
電話または中央図書館カウンター

✉図書館スタッフより

内容：えほんのよみきかせ、シゲリカツヒコさんと

Ａ、児童コーナー内、幼児絵本棚にあります！
幼児絵本コーナーには人気作家さんの幼児向け

一緒にパンツのデザインをします。作った

絵本をまとめた棚があります。なかえよしをさん

パンツは１階カウンター前に飾ります。

のねずみくんシリーズや講演会にも来てくれた

サイン会：11：30 過ぎから。

三浦太郎さんの絵本、こぐまちゃんえほんなど、
みんなが大好きな絵本が待っています。

絵本を購入していただいた方がご参加
いただけます。

図書館ミニシアター
5／9 『リアル完全なる首長竜の日』

5／23 『ざんねんないきもの事典 2』

映画（127 分）／黒沢 清／監督, 佐藤 健／出演

アニメ（50 分）／青木 純／監督，玄田 哲章／声の出演

内容紹介／漫画家の淳美は、1 年前自殺未遂で昏睡状態

内容紹介／「シマリスのしっぽはかんたんに切れるが、再

に陥った。幼なじみで恋人の浩市は、淳美を目覚めさせるた

生はしない」など、一生懸命だけどどこか“ざんねん”な進

め、<センシング>という最新医療によって彼女の意識の中

化を遂げたいきものたちを紹介します。児童書「ざんねん

へ入っていく。だが、意識の中の淳美は首長竜の絵を探して

ないきもの事典」を原作にしたショートアニメ。

と頼む。
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※ミニシアターの内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

