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今月の特集 

一般コーナー 

「「「「みんなでねこ読みみんなでねこ読みみんなでねこ読みみんなでねこ読み」」」」    

   ２月２２日は猫の日です。そこで猫の本を集めました。猫の本といっても、 

猫の飼い方から写真集、猫が活躍する小説など様々です。 

猫好きな方もそうでない方も、本で読む「猫」を楽しんでみてはいかがですか？ 

 

 

『猫にかまけて』 町田康／著 講談社 （914.6 マ） 

    

ミュージシャンであり作家の町田氏がつづった、人気の 

猫エッセイ。現在シリーズ第４弾まで出ていますが、これは 

その第１弾。町田氏独特の文体で、猫と生きる楽しさ、そして 

訪れる悲しみが描かれており、クスッと笑えてたっぷり泣か 

される、おすすめの１冊です。 
● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

児童
じどう

コーナー 

「「「「おかしだいすきおかしだいすきおかしだいすきおかしだいすき」」」」    

 チョコレートにプリンにケーキ！！ 

甘
あま

いものを食
た

べるとちょっとハッピーになりますね。 

２月
がつ

の特 集
とくしゅう

は、おかしが出
で

てくる絵本
えほん

、そして 

手
て

づくりスイーツやラッピングなどの本
ほん

をそろえて 

みました。 

 

『ケーキにのったサクランボちゃん』 （Ｅケ） 

ベネディクト・ゲチエ／作
さく

 クレヨンハウス 

 

ネコのシャシャのケーキの上
うえ

に落
お

ちてきたサクランボ。 

シャシャは「おやつをとられた！」と うさぎのたんてい 

ラプーのところにかけこみます。動
うご

きたくないサクランボ 

とおやつを食
た

べたいシャシャ。ラプーたんてい、どうする？ 

連続講座 ままままままままつつつつつつつつささささささささかかかかかかかか再再再再再再再再発発発発発発発発見見見見見見見見    
松阪松阪松阪松阪にゆかりのあるにゆかりのあるにゆかりのあるにゆかりのあるテーマでテーマでテーマでテーマで連続講座連続講座連続講座連続講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

知知知知っているようでっているようでっているようでっているようで知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった「「「「まつさかまつさかまつさかまつさか」」」」をををを再発見再発見再発見再発見してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか？？？？    

第４回テーマ「松阪牛」 

「特産松阪牛を知る「特産松阪牛を知る「特産松阪牛を知る「特産松阪牛を知る    ～世界に誇る深野地区の価値～」～世界に誇る深野地区の価値～」～世界に誇る深野地区の価値～」～世界に誇る深野地区の価値～」    

講師：松本栄文松本栄文松本栄文松本栄文    氏氏氏氏 

   松阪牛について書かれた著書『SUKIYAKI』にてグルマン世界料理本 

大賞2013」グランプリを受賞 

日時：26262626 年年年年２２２２月２月２月２月２３３３３日（日）日（日）日（日）日（日） １１１１３：００３：００３：００３：００～～～～（受付１２：（受付１２：（受付１２：（受付１２：３０～）３０～）３０～）３０～） 

場所：松阪市産業振興センター（本町） 

定員：５４名  参加費：無料  

申込み：松阪図書館カウンター・電話にて 

 

 

 

本とあそぼう本とあそぼう本とあそぼう本とあそぼう！！！！全国訪問おはなし隊全国訪問おはなし隊全国訪問おはなし隊全国訪問おはなし隊 

たのしい絵本をたくさんのせた 

キャラバンカーがやってきます！ 

飯南会場 

３月１６日（日）３月１６日（日）３月１６日（日）３月１６日（日）１０：３０～ 

 場所：飯南産業文化センター 

 定員：３０名 

嬉野会場 

    ３月２３日（日）３月２３日（日）３月２３日（日）３月２３日（日）１０：３０～ 

 場所：嬉野図書館・駐車場 

 定員：１００名 

いずれも 参加費：無料 

申込み：２月８日（土）～ 

       カウンター・電話にて 

わたぼうしおはなし会わたぼうしおはなし会わたぼうしおはなし会わたぼうしおはなし会 

絵本や紙芝居などを使わず、おはなし

の世界を自由にたのしむストーリー 

テリング（素語り）のおはなし会です 

日時：２月９日（日）２月９日（日）２月９日（日）２月９日（日） 

 午前の部  

嬉野図書館２階和室にて 

    １０：３０～１１：１５ 

 午後の部 

松阪図書館２階視聴覚室にて 

  １４：００～１４：４５ 

      



 
 

１月
がつ

（12月
がつ

受付分
うけつけぶん

）の「松阪
まつさか

っこおすすめＢＯＯＫ
ブ ッ ク

」は 

5555件件件件
けん

    おすすめしましたのよ。 

図書館
としょかん

で 新
あたら

しい本
ほん

との出会
で あ

いがあるといいわね。 

みんなの投稿
とうこう

、児童
じどう

コーナーにてまだまだ募集中
ぼしゅうちゅう

よ☆    おすすめ大好
だいす

き 

ポストのいちおし子
こ

 

 

☆今月のおはなし会☆  

絵本
えほん

や紙芝居
かみしばい

など楽
たの

しさいっぱいのおはなし会
かい

です。申込
もうしこ

みは必要
ひつよう

ありませんので、 

気軽
きがる

にご参加
さんか

ください。場所
ばしょ

は１階
かい

おはなしコーナーです。 

「キャラバン」のおはなし会「キャラバン」のおはなし会「キャラバン」のおはなし会「キャラバン」のおはなし会   毎週土曜日 

２月１日 (土 )・８日 (土 )・１５日 (土 )・２２日 (土 ) 

いずれも 15:00～15:30 

「キャラバン」のおはなし会（乳幼児向け）「キャラバン」のおはなし会（乳幼児向け）「キャラバン」のおはなし会（乳幼児向け）「キャラバン」のおはなし会（乳幼児向け）  毎月第４水曜日 

２月２６日 (水) 11:00～11:30 

ススススタッフによる「おはなしのとおりみち」タッフによる「おはなしのとおりみち」タッフによる「おはなしのとおりみち」タッフによる「おはなしのとおりみち」  毎月第３日曜日 

２月１６日 (日 ) 15:00～15:30 

図書館カレンダー  休館日（（（（月曜日、毎月最終金曜日月曜日、毎月最終金曜日月曜日、毎月最終金曜日月曜日、毎月最終金曜日））））    

２月                        ３月                      

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

         1           1 

2 3333    4 5 6 7 8  2 3333    4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15  9 10101010    11 12 13 14 15 

16 17171717    18 19 20 21 22  16 17171717    18 19 20 21 22 

23 22224444    25 26 27 28282828      23 24 25 26 27 28282828    29 

30 31 

 

２/10(月)  開館します        ３/２４・３１(月)  開館します 

 

 

『象の背中』  秋元康／原作 城井文／原画  光文社（726.5シ） 

       

   余命を告げられる父と、その後の家族を 

  描いた大人向け絵本。本屋の立ち読みで 

この本に出会いましたが、周りを気に 

しながら涙したのを今でも覚えています。 

   多くを説明しない絵本だからこそ、 

心に響く何かがあるのだと思います。 

秋元康の原作小説や、絵本『ぞうのせなか』 

(あみなかいづる／絵)もあります。 （9Z） 

 

先月の新着案内先月の新着案内先月の新着案内先月の新着案内    
＜日本小説＞＜日本小説＞＜日本小説＞＜日本小説＞    

翔ぶ少女         （原田マハ） 

異形の維新史       （野口武彦） 

一千兆円の身代金     （八木圭一） 

お父さんと伊藤さん   （中澤日菜子） 

彼が通る不思議なコースを私も 

（白石一文） 

峠越え           （伊東潤） 

小川洋子の陶酔短篇箱   （小川洋子） 

偶像崇拝殺人事件     （赤川次郎） 

雪月花黙示録        （恩田陸） 

＜外国小説＞＜外国小説＞＜外国小説＞＜外国小説＞    

ザ・ゼロ        （ｼﾞｪｽ･ｳｫﾙﾀｰ） 

血の探求         （ｴﾚﾝ･ｳﾙﾏﾝ） 

秘密 上･下       （ｹｲﾄ･ﾓｰﾄﾝ） 

ジュリアとバズーカ   （ｱﾝﾅ･ｶｳﾞｧﾝ） 

黒いダイヤモンド   （ｼﾞｭｰﾙ･ｳﾞｪﾙﾇ） 

＜児童向け＜児童向け＜児童向け＜児童向け    よみもの＞よみもの＞よみもの＞よみもの＞    

いすおばけぐるぐるんぼー  （角野栄子） 

鬼まつりの夜        （富安陽子） 

クレヨン王国新十二か月の旅 （福永令三） 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ２  （廣嶋玲子） 

魔天使マテリアル １７  （藤咲あゆな） 

カエルのおひっこし   （ﾙｰｼｰ･ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ） 

ふたつのバレンタインじけん 

（ﾏｰｼﾞｮﾘｰ･W.ｼｬｰﾏｯﾄ） 

路上のストライカー   （ﾏｲｹﾙ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ） 

＜えほん＞＜えほん＞＜えほん＞＜えほん＞    

パンツちゃんとはけたかな  （宮野聡子） 

しあわせなワニくんかんちがいレストラン 

（神沢利子） 

どーしたどーした      （天童荒太） 

あのひのクジラ    （ﾍﾞﾝｼﾞｰ･ﾃﾞｲｳﾞｨｽ） 

だるまなんだ      （おおなり修司） 

    

新着図書は、毎週日曜日の朝お出ししています。新着図書は、毎週日曜日の朝お出ししています。新着図書は、毎週日曜日の朝お出ししています。新着図書は、毎週日曜日の朝お出ししています。    

このほかにもこのほかにもこのほかにもこのほかにもたくさんの本が入りました。たくさんの本が入りました。たくさんの本が入りました。たくさんの本が入りました。    

ぜひ図書館やホームページでチェックしてみてくださいぜひ図書館やホームページでチェックしてみてくださいぜひ図書館やホームページでチェックしてみてくださいぜひ図書館やホームページでチェックしてみてください！！！！    

 


