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5月のお知らせ 

 

『ぶっくん』運行表 4月 

 
4 日・18 日(水) 

10：40～11：10 ほほえみの郷トイトイ 

13 日・27 日(金) 

9：40～10：10 篠生分館 

10：40～11：10 生雲分館 

13：20～13：50 嘉年分館 

14：30～15：00 元粟屋医院駐車場 

6 日・20 日(金) 

10：20～11：00 柚野木小学校（徳地） 

13：00～13：40 さくら小学校 

14：20～15：00 阿東老人ホーム(生雲） 

…休館日 

今月の企画 

★一般 

★絵本 「 」 

 

「植物に癒される」 
 

※第 4 木曜日は図書整理日の為休館です 

DVD上映会 

5月 12日（土） 
内容は次回図書館だよりで 

お知らせします♪♪ 

第４回 こどもワイワイ図書館 

★スケジュール★ 
シールラリー，金貨

き ん か

GET! 

★ 9：00～       冒険
ぼうけん

へ行こう!!  

★10：00～11：30 ＤＶＤ上映会
じょうえいかい

 

★13：00～14：00 おはなし会
かい

 

★14：05～       こうさく教室
きょうしつ

 
     紙

かみ

飛行機
ひ こ う き

をつくって飛
と

ばそう! 

今年のテーマは 

DVD上映会4/14(土)10時～上映開始!! 

「おはよう！コケッコーさん」 
阿東図書館に新しく入った新着 DVD です。 



  

 

 

 

あたらしい本 

小説・エッセイ 

百年泥            石井 遊佳 

牛天神            山本 一力 

玄鳥さりて                  葉室 麟 

婚約迷走中 パンとスープとネコ日和 4 群 ようこ 

オーパーツ死を招く至宝      蒼井 碧 

海馬の尻尾           荻原 浩 

蒼き山嶺            馳 星周 

護られなかった者たちへ      中山 七里 

食堂のおばちゃん 3愛は味噌汁  山口 恵以子 

永遠のおでかけ                  益田 ミリ 

クリムゾンの疾走         樋口 明雄 

妖怪姫、婿をとる 妖怪の子預かります 5 廣嶋 玲子 

一般 

北欧 木の家具と建築の知恵     長谷川 清之 

おいしい大地、北海道!         すずき もも 

二菜弁当           オカズデザイン 

いちばんハッピーな離乳食 BOOK   小池 澄子 

リンゴの花が咲いたあと       木村 秋則 

「本を売る」という仕事       長岡 義幸 

サボテン全書    パワポン・スパナンタ・ナーノン 

笑う数学                  日本お笑い数学協会 

天皇陛下と美智子さま 平成三十年祈り 写真集  

東京 改訂 6版 [ココミル]         

ブドウ大事典             農文協 

ぐうたら流有機農業のコツ読本     西村 和雄 

ティーンズ 

ワンワン物語                     犬魔人 

キミに会えてよかった  たちまちクライマックス委員会 

アンティーク弁天堂の内緒話    仲町 六絵 

大阪城下老舗ごふくや事件帖 三坂 しほ 

声なき魔女と星の塔            森 日向 

わが家は祇園の拝み屋さん 7    望月 麻衣 

 

児童 

しりとりボクシング      新井 けいこ 

悪魔召喚! 1                         秋木 真 

世界一クラブ 2                 大空 なつき 

おばけのアッチとくものパンやさん 角野 栄子 

きくち駄菓子屋             かさい まり 

ナツカのおばけ事件簿 16図書館の怪談  斉藤 洋 

ハックルベリー・フィンの冒険 マーク・トウェイン 

大根はエライ                     久住 昌之 

どうくつをこねる糸川くん       春間 美幸 

子ぶたのトリュフ       ヘレン・ピータース 

ど根性ガエルピョン吉物語     藤咲 あゆな 

ペーパープレーン    スティーブ・ワーランド 

戦国合戦へタイムワープ[歴史漫画タイムワープシリーズ] 

食物アレルギーキャラクター図鑑   赤澤 晃 

みんなでたのしむまよいみち   安野 光雅 

ハッピーになれる心理ゲーム       森 冬生 

えほん 

ぼくの弟は宇宙人                 西 ゆう 

レ・ミゼラブル 前編       五島 夕夏 

ボンボとヤージュ   ザ・キャビンカンパニー 

ANIMALS             インゲラ･アリアニウス 

すずちゃんののうみそ        三木 葉苗 

くまがまく                丸山 誠司 

スプーンちゃん         小西 英子 

クッキーくろくま        たかい よしかず 

北極サーカス 

「ようこそ、北極サーカスへ!」 

ホッキョクオオカミの団長の口上ではじまったのは、ホッキ

ョクグマの優美なアイスダンスに、ホッキョクウサギの炎の

輪くぐり、ホッキョクギツネの空中ブランコ…… 

氷にのってやってくる、まっしろい動物たちのサーカスは、 

不思議でゆかいで、なぜだかすこしかなしくて。 

夢みるようなサーカスの、すてきな時間。 

ココで紹介している“あたらしい本”は一部です 

最新版は山口市立図書館のホームページで 

ご覧いただけます 

庄野ナホコ/著 


