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 今月の特集 

一般コーナー 

「若い人に贈る読書のすすめ」「若い人に贈る読書のすすめ」「若い人に贈る読書のすすめ」「若い人に贈る読書のすすめ」    

 3 月は卒業式など新生活を迎える時期ですね。そこで新たな一歩を踏み出した 

フレッシュなあなたにぜひ読んでもらいたい本を集めました。若い人たちが本を 

読まなくなったと言われて久しいですが、若い時に読書をすることは後の生き方に 

必ずや大きな実りをもたらします。これを機会に幸せな本との出会いを体験して 

みませんか？ 

『「めんどくさい」をやめました。』（１５９ヤ）    

やましたひでこ／著 祥伝社 

            

 サブタイトルが「さあ、言葉も片づけてみようか！」 

もっとも身近で大きな影響を受ける「言葉」について、 

自分との関係を考え直してみませんか？様々な「言葉」 

についての著者の思いが綴られた一冊です。 

 

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

児童
じどう

コーナー 

「「「「どうぶつえんでまってるよどうぶつえんでまってるよどうぶつえんでまってるよどうぶつえんでまってるよ！！！！」」」」    

ガオーッとほえるライオンさん、ピョンピョンはねるうさぎさん。 

大きなカラダのキリンさんから、かわいいサイズのリスさんまで 

どうぶつえんはワクワクドキドキ。 

今月
こんげつ

はどうぶつえんが舞台
ぶたい

の本
ほん

や、どうぶつたちのヒミツにせまる本を 

集
あつ

めました。たくさんのどうぶつたちに会
あ

いにいこう！ 

 

『どうぶつしんちょうそくてい』（Ｅド） アリス館
かん
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今日
きょう

はどうぶつえんの身 長
しんちょう

測定
そくてい

。最初
さいしょ

にはかるのは 

うさぎさん。みみをぴんとのばしてみたけれど…。 

みんな上手
じょうず

にはかれるかな？ 

『どうぶつたいじゅうそくてい』もあるよ！ 

豆本ワークショップ  手のひらサイズの本をつくろう 

自分だけのちいさな本を作ってみませんか？ 

日時：３月２６日（土）１４：００～３月２６日（土）１４：００～３月２６日（土）１４：００～３月２６日（土）１４：００～    

講 師：中尾あむ さん（本のアトリエAMU 主宰） 

場 所：松阪図書館２階視聴覚室  定 員：１０名（中学生以上）       

材料費：１人１０００円      持ち物：カッターナイフ・平筆（１cm 程度） 

申込みは松阪図書館カウンターまで。

展示会 ～やすらぎ 珈琲と本～ 
松阪図書館１階児童室にてコーヒーミルと豆本を展示します。 

期間：３月１９日（土）～３月３１日（木）３月１９日（土）～３月３１日（木）３月１９日（土）～３月３１日（木）３月１９日（土）～３月３１日（木） 

申込みは不要です。ご自由にご覧ください。 

わたぼうしわたぼうしわたぼうしわたぼうし    おはなし会おはなし会おはなし会おはなし会 
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：３月２７日（日）３月２７日（日）３月２７日（日）３月２７日（日） 
午前の部             午後の部 

嬉野図書館２階和室       松阪図書館１階おはなしコーナー 

    １０：３０～                １４：００～ 

一一般般特特設設ココーーナナーー「「こここころろとと命命ををささささええるる本本」」  

３月は内閣府が定めた「自殺対策強化月間」です。自殺対策に 

関する本や、心が元気になる本を集めました。 

期間：２月２７日（土）～３月２４日（木） 



 

 

２月
がつ

の「松阪
まつさか

っこおすすめＢＯＯＫ
ブ ッ ク

」は 

６６６６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

きな 

                               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、 

お気軽
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 

３月５日 (土)・1２日 (土)・１９日 (土)・２６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 

３月 2３日 (水) 11:00～11:30 

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

３月２０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））））    

３月                        ４月 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5       1 2 

6 7777    8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

13 11114444    15 16 17 18 19  10 11111111    12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 22225555    26  17 11118888    19 20 21 22222222    23 

27 28 29 30 31    24 22225555    26 27 28 29 30 

 

3 月21 日(月) 開館します        4 月4 日(月)･29 日(金･祝) 開館します 

3 月28 日(月) 開館します       4 月22 日(金) 臨時休館(館内整理)します 

 

 

『ビジュアルスペシャルティコーヒー大事典』  

日経ナショナルジオグラフィック社（619.8ホ） 

ジェームズ･ホフマン／著 丸山健太郎／日本語版監修 

 

「スペシャルティコーヒー」とは風味の素晴らしい 

高品質なコーヒーのことです。製法から抽出方法、 

生産地についてまでコーヒーについてありとあらゆる 

情報が載っています。あなた好みの一杯の探してみては 

いかがでしょうか？             ( YF ) 

 

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＞    

情け深くあれ   （岩井 三四二） 

家康、江戸を建てる    （門井 慶喜） 

声のお仕事      （川端 裕人） 

溺れる月         （新野 剛志） 

西洋菓子店プティ・フール   （千早 茜） 

ハーメルンの誘拐魔    （中山 七里） 

年下のセンセイ     （中村 航） 

すしそばてんぷら    （藤野 千夜） 

その姿の消し方      （堀江 敏幸） 

6 月31 日の同窓会      （真梨 幸子） 

象は忘れない        （柳 広司） 

＜外国小説＞＜外国小説＞＜外国小説＞＜外国小説＞    

他人のふたご     （ｱﾅｲｽ･ﾎﾞﾙﾃﾞｨｴ） 

謀略監獄      （ﾍﾚﾝ･ｷﾞﾙﾄﾛｳ） 

10 の奇妙な話    （ﾐｯｸ･ｼﾞｬｸｿﾝ） 

道化と王        （ﾛｰｽﾞ･ﾄﾚﾒｲﾝ） 

アーサーとジョージ  （ｼﾞｭﾘｱﾝ･ﾊﾞｰﾝｽﾞ） 

人形          （ﾓｰ･ﾍｲﾀﾞｰ） 

＜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＞    

べんり屋、寺岡の春。   （中山 聖子） 

アカンやん、ヤカンまん （村上 しいこ） 

墓守りのレオ      （石川 宏千花） 

てんきのいい日はつくしとり 

（石川 えりこ） 

ベッドタイム・ストーリー  （ﾍﾚﾅ･ﾒｲﾔｰ） 

世界一のランナー   （ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ﾚｱｰﾄﾞ） 

＜えほん＞＜えほん＞＜えほん＞＜えほん＞    

イモリくんヤモリくん （松岡 たつひで） 

おひいさん      （きむら よしお） 

だっこ          （鈴木 まもる） 

なきむしおばけ   （なかの ひろたか） 

どうぶつなあに   （はた こうしろう） 

ひなまつりのちらしずし   （宮野 聡子） 

すっきゃわん!       （ｴﾄﾞ ﾎﾞｸｿｰﾙ） 

アイデアたまごのそだてかた （ｺﾋﾞ･ﾔﾏﾀﾞ） 

ごはんのじかん           （ﾚﾍﾞｯｶ･ｺｯﾌﾞ） 

しあわせないぬになるには（ｼﾞｮｰ･ｳｨﾘｱﾑｿﾝ） 

    

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。    

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

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


