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ひと箱図書館
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ミニシアター

スタッフおはなし会
第１日曜日

ストーリーテリング（おはなしオルゴール）

１４：００～１４：２０

第３土曜日

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば
第３金曜日

よみきかせ（子どもの本の会）

１０：００～１０：２０

第３日曜日

図書館ミニシアター
第２・第４日曜日

１４：００～１４：２０

よみきかせ（にじのはし）
１３：３０～

第４土曜日

※上映会の内容は４ページにあります

１０：００～１２：００

１１：００～１１：２０
１４：００～１４：２０

こそだて time
毎週木曜日

１４：００～１４：２０
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文学

New

実用書

一般書新刊案内

小山田 浩子／著 [F ｵ]

「魅せるブックデザイン」ヴィクショナリー／編[022.5 ﾐ]

「ひきなみ」

千早 茜／著 [F ﾁ]

「これからのデザイン思考」 小山田 那由他／著[336.2 ｺ]

「臨床の砦」

夏川 草介／著 [F ﾅ]

「小島」

「うかれ十郎兵衛」

「トヨタの会議は 30 分」
「幻獣とモンスター」

吉森 大祐／著[F ﾖ]

タム・オマリー／著[388 ｹ]

「地中のディナー」ネイサン・イングランダー／著 [933.7 ｲ]

「顔ごはんと顔おやつ」

「キリギリスのしあわせ」トーン・テレヘン／著[949.3 ﾃ]

「フラクタル」

一般閲覧室・ＹＡ今月の展示

山本 大平／著[336.4 ﾄ]

ぺろり／著[596 ｶ]

オリヴァー・リントン ／著[727 ﾌ]

参考・郷土室今月の展示
２階エントランス

閲覧室入口横展示

コイノボリ大火１００年

行ってみたいな フルムーン旅行
新刊棚横展示
Love Green～ボタニカルライフ始めてみませんか？

ヤングアダルトコーナー前展示

予約ベスト

乙女の本棚 ～乙女以外も Welcome～

① 『白鳥とコウモリ』
東野 圭吾／著 幻冬舎（１２６件）
① 『52 ヘルツのクジラたち』
町田 そのこ／著 中央公論新社(１０９件)
③ 『心淋し川』
西條 奈加／著 集英社（９６件）

今月のオススメ☆大人の本
なんだが寂しい夜に甘いケーキの匂いが満ちてくる
『眠れぬ夜はケーキを焼いて』
午後／著
KADOKAWA 2021.01 [596.0 ﾈ]
大変なことは多いけれど、これだけたくさんのケーキ
を作れるなら、きっと大丈夫。そう思うのです-。「残暑
の日に野菜を食べる話」「真夜中にスコーンを焼く話」
など、孤独な夜に寄り添うレシピをエッセイ漫画で紹
介する。
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※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

５

④ 『家族じまい』
桜木 紫乃／著 集英社（9５件）
⑤ 『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(８６件)
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。

※５月 15 日集計分

New

えほん

よみもの

こどものあたらしいほん

きくち ちき／作[E ｵ]

「ネコ博士が語る海のふしぎ」 ドミニク・ウォーリマン／文 [45 ﾈ]

「きたきつねとはるのいのち」

手島 圭三郎／絵・文 [E ｷ]

「たけのこなんのこ?」 ひさかたチャイルド／出版[65 ﾀ]

「ともだちいっしゅうかん」

内田 麟太郎／作[E ﾄ]

「おとなを動かす悩み相談クエスト」 山崎 聡一郎／監修[37 ｵ]

「おひさまわらった」

「パンダぱん」

「けんだましょうぶ」

かけひ さとこ／さく・え[E ﾊ]

にしひら あかね／作 [913 ｹ]

「はないろいろかくれんぼ」 いしかわ こうじ／作・絵[E ﾊ]

「5 分後に意外な結末 Q」 桃戸 ハル／著 [913 ｺ]

「まよなかのトイレ」

「ロサリンドの庭」

まるやま あやこ／さく[E ﾏ]

エルサ・ベスコフ／作 [94 ﾛ]

こんげつのオススメ☆こどものほん

児童コーナー今月の展示

なんて強くて美しいんだろう！
『めぐりめぐる』
ジーニー・ベイカー／著 わだ すなお／訳
ポリフォニープレス 2021.2 [E ﾒ]
わたりどりのオオソリハシシギは、ひるもよるもやす
むことなく 9 かかん、とんで、とんで、とびつづけま
す。ちきゅうのはんたいがわにたどりつくまで…。ちい

ＯＰＡＣ横展示
おしゃれだいすき！
本棚展示

絵本作家シゲリカツヒコの本棚

さなとりたちの、めぐりめぐるちきゅうのたびを、えほ
んさっかジーニー・ベイカーのうつくしいコラージュで
たどります。
※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

「雨ふる本屋」シリーズ
日向 理恵子／作・童心社

題字をかいてくれたお友達の

ひょんなことからふしぎな「雨ふる

すきな本を紹介するよ☺

本屋」に迷いこんでしまった女の子
が主人公の本作は、シリーズが５冊
出版されていて、今でも続いている
人気の作品です。

ガラス展示コーナー

ガラス展示では利用者の皆様のコレクションを展示させて
いただいております。関連書籍の展示も行っておりますので、

アンティークしかけ絵本

ぜひご覧になってください。
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中央図書館からのお知らせ
～食育月間展示～
海の幸でげんキッズ！

「こそだて time」はじまりました

場所： 児童コーナー入口

日時：毎週木曜日

期間： 2021/5/29（土）～2021/6/24（木）

10：00～12：00

内容：毎年６月は食育月間となっています。

内容：館内にオルゴールが流れ始めましたら、

図書館でも、海にまつわる絵本などの展示

みんなで小さなお子さんを見守る時間が、

と貸出を行います。

はじまります。
子連れ様にも、気軽に図書館を楽しんで
いただくための時間となっております。

ひと箱図書館（子ども編）
場所：２階講堂
日時：2021/6/26（土）

こんなご質問がありました

10：00～12：00

Ｑ、庭で野菜を作りたいのですが初心者向け
の本はありますか。

対象：５歳～小学生
定員：２５名（申込順）
申込：2021/6/1（火）～

✉図書館スタッフより
Ａ、園芸コーナーは実用書の棚にあります。

中央図書館カウンターもしくは、
お電話にて受付（0144-35-0511）

実用書の棚の背表紙に茶の丸いシールが

内容： 小さな箱を図書館に見立てて、

貼っている本が園芸の本になります。

５歳～小学生のお子様が館長になる

『コップひとつから始めるゆる〜い野菜づくり』

体験型のイベントです。

『袋栽培でかんたん野菜づくり』
など他にも多数あります。

図書館ミニシアター
6／13 『モダン・タイムス』

6／27『おしりたんてい ８』

映画（83 分）／チャールス・チャップリン／監督,出演

アニメ（60 分）／トロル／原作

内容紹介／工場で働くチャーリーは、毎日単純作業を繰

内容紹介／レディーにやさしくスイートポテトが大好きな

り返していたが、ある勘違いから刑務所に。浮浪少女と

「おしりたんてい」が、助手のブラウンとともに、事件をプ

出会い意気投合したチャーリーは、2 人のために家を建

プッと解決! もちぬしふめいのとうひんがみつかり、おしり

てるという夢を持ち一念発起。少女の勤めるキャバレー

たんていとブラウンがもちぬしをさがす。第 24〜26 話収

で職を得るが…。

録。
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※ミニシアターの内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

