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【休館日】 毎週月曜日・最終金曜日 【開館時間】9:30～20:00 

スタッフおはなし会 

第１日曜日 １４：００～１４：２０ 

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば 

第３金曜日 １０：００～１０：２０ 

図書館ミニシアター 

第２・第４日曜日 １３：３０～ 

※上映会の内容は４ページにあります 

こそだて time 

毎週木曜日 １０：００～１２：００ 

ストーリーテリング（おはなしオルゴール） 

第３土曜日 １４：００～１４：２０ 

よみきかせ（子どもの本の会） 

第３日曜日 １４：００～１４：２０ 

よみきかせ（にじのはし） 

第４土曜日 １１：００～１１：２０ 

      １４：００～１４：２０ 

 

2021 年７月号 

 

今月の題字は 

ゆづきちゃん 

６歳 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5　休館日 6 7 8 9 10

11 12　休館日 13 14 15 16 17

18 19　休館日 20 21 22 23 24

25 26　休館日 27 28 29 30　休館日 31

赤ちゃんと

楽しむ絵本

ひろば

子どもの

本の会

スタッフ

おはなしかい

ミニシアター

にじのはし

おはなし

オルゴール

シネママラソン

10:00～17:00

ひと箱

図書館
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今知りたい！縄文時代の遺跡 

 

①  『白鳥とコウモリ』 

東野 圭吾／著 幻冬舎（１２8件） 

②  『52ヘルツのクジラたち』 

町田 そのこ／著 中央公論新社(１17件) 

③  『家族じまい』 

桜木 紫乃／著 集英社（97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。 ※6 月 10 日集計分 

予約ベスト  ５ 

贈る。 

海と人 

乙女の本棚 ～乙女以外もWelcome～ 

一般閲覧室・ＹＡ今月の展示 

閲覧室入口横展示 

新刊棚横展示 

ヤングアダルトコーナー前展示 

参考・郷土室今月の展示 

２階エントランス 

「文豪たちの住宅事情」 田村 景子／編著 [910.26 ﾌ] 

「キャクストン私設図書館」ジョン・コナリー／著 [933.7 ｷ] 

「花の譜」              梓澤 要／著 [F ｱ] 

「空の王」              新野 剛志／著[F ｼ] 

「声の在りか」          寺地はるな／著 [F ｲ] 

「捜査一課 OB」        富樫 倫太郎／著[F ﾄ] 

New 一般書新刊案内 
文学 実用書 

「定年をどう生きるか」    岸見 一郎／著[159.7 ﾃ] 

「CHANEL BOOK」  エマ・バクスター・ライト／著[289.3 ｼ] 

「ひきこもれ」         吉本 隆明／著[371.4 ﾋ] 

「がん外科医の本音」  中山 祐次郎／著[494.5 ｶ] 

「隈研吾建築図鑑」     宮沢 洋／画・文[523.1 ｸ] 

「写真集を編む。」             平凡社[740 ｼ] 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

今夜は空を見上げて。君と語りたい星のはなし。 

『世界でいちばん素敵な夜空の教室』 

森山晋平／文 三才ブックス 440.4セ 

 

本の扉を開くと、幻想的なオーロラの揺らぎと

星々の光…。美しい写真と宇宙のひみつが、あな

たを非日常に連れ出します。星空観光のスポット

も紹介。 

今月のオススメ☆大人の本 
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『ねむりのもり』 

シャルル・ペロー作 

ペローの世界的に愛されている有名

な童話。映画化もされたロマンチッ

クなものがたりです。 

 

New こどものあたらしいほん えほん よみもの 

「歴史探偵 Kのタイムワープ」 一式 まさと／文 [21 ﾚ] 

「たべるくちばし」とりのくちばし編集委員会／編[48 ﾀ] 

「人体断面図鑑」    ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ﾋﾞｰｽﾃｨｰ／画[49 ｼ] 

「俳句部、はじめました」    神野 紗希／著 [911 ﾊ] 

「おもちゃの国へようこそ」如月 かずさ／作 [913 ｵ] 

「魔法使いの弟子」ﾖﾊﾝ・ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ・ﾌｫﾝ・ｹﾞｰ／作 [94 ﾏ] 

 
題字をかいてくれたお友達の 

すきな本を紹介するよ☺ 

児童コーナー今月の展示 

オリンピック！ 

ターシャの森から 

ＯＰＡＣ横展示 

本棚展示 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

原画展、９/４開催決定 

ワークショップ開催のシゲリさん最新刊！ 

『なわとびょ〜ん』 

シゲリ カツヒコ／作 KADOKAWA 2021.05 [E ﾅ] 

「いっつもケンタがひっかかるよな」なわとびがにが

てなケンタは、ツヨシにおこられてばかり。もうすぐク

ラスたいこうの「おおなわとびたいかい」があるの

で、ほうかご、こうえんでれんしゅうすることになりま

した。ところが、ケンタはふしぎなぼうしをかぶったひ

とに、あることをたのまれて…。 

こんげつのオススメ☆こどものほん 

アンティークしかけ絵本 

ガラス展示コーナー 
ガラス展示では市民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、

ぜひご覧になってください。 

「あら、そんなの！」       高橋 和枝／著[E ｱ] 

「うさぎのパンやさんのいちにち」  かこ さとし／著[E ｳ] 

「木は何を見てきたの？」 ｼｬｰﾛｯﾄ・ｷﾞﾗﾝ／文[E ｷ] 

「じべた」     たにかわ しゅんたろう／ぶん[E ｼ] 

「へんしんどうぶつえん」 あきやま ただし／作・絵[E ﾍ] 

「ヴォドニークの水の館」   まき あつこ／文[E ﾎ] 
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図書館ミニシアター 

     ７／11 『アイネクライネナハトムジーク』 

映画（119分）／伊坂幸太郎／原作／,三浦春馬／出演 

内容紹介／仙台駅前。街頭アンケートに立つ会社員・佐藤

は、ギターの弾き語りに聴き入る紗季と目が合い思わず声を

かけた。二人の小さな出会いは、多くの人を巻き込み、10年

の時をかけて奇跡のような瞬間を呼び起こす。 

 

   ７／25 

※シネママラソン開催につき通常のミニシアターは休止。 

  詳細は上記参照。 

中央図書館からのお知らせ 

※ミニシアターの内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

Ｑ、本の検索をしたら「閉架書庫」にあると 

でました。閉架書庫とはどこですか？ 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、スタッフしか入れない場所になるので、 

スタッフが取りにいきます。 

閲覧の書架に入りきらない等の本を、保管し

ている場所になります。貸出もおこなっているの

で、お気軽に近くのスタッフにお声がけください。

ご用意いたします。 

こんなご質問がありました 

場所：中央図書館２階講堂 

日時：２０２１/７/２５（日） 

     １０：００～１７：００ 

対象：児童、一般 

定員：３０名 

申込：不要  

内容： 朝から夕方まで上映会を行います。 

     ※今回は児童向けの作品を上映します。 

10:00～11:00 『おしりたんてい９』 

11:10～12:10 『バッグス・バニー』 

12:30～13:50 『くるみ割り人形』 

14:00～15:51 『パパはわるもの 

チャンピオン』 

     16:00～16:50 『ぼくは王さま 

ぞうのたまごとにせもののおうさま』 

※出入り自由 

 各１０分ほどの休憩をはさみます。 

 中学生以下は保護者同伴 

『シネママラソン』 『ひとはことしょかん』 
場所：２階講堂、１階おはなしコーナー（集合） 

日時：２０２１年７月１７日（土） 

対象：５歳～１２歳 

定員：２５名（申し込み順） 

申込：６月２６日（土）～ 

    中央図書館カウンターまたはお電話 

持ち物：はさみ・お気に入りのペン 

講師：布小物作家・つちだあやさん 

内容：小さな箱を図書館に見立て、中に本を入れて 

小さな図書館の館長になる体験型の 

イベントです。 

※テーマを決めてきてください。 

展示は７月末までの予定です。 


