
申込開始：６月10日（木）９：00より
６月24日（木）10：00～18：00 チェックイン（受付）

ぬいぐるみをお預かりします。
６月26日（土）９：00～17：0０ チェックアウト（おむかえ）

ぬいぐるみをお返しします。

場所：地下ホール 定員：１０名（申込順） 参加費：無料

＊イベントは情勢により変更・中止になる場合があります。

いつも上池袋図書館をご利用いただきありがとうございます。
◆・・・ 感染症予防対策へのご協力のお願い ・・・
館内の滞在は2時間以内（緊急事態宣言中は１時間）、
新聞・雑誌コーナー、レファレンスは30分以内のご利用をお願いしております。
◆・・・ 本を大切に ・・・
所蔵資料がトイレに投げ込まれたり、雑誌の切取りなど悪質な事故が
発生しています。不審な人物を見かけた際はスタッフにお知らせください。
◆・・・ リサイクル本のご案内 ・・・
上池袋図書館玄関横にリサイクル本を設置しています。ご自由にお持ちください。

（※ご家庭の不要本は持ち込みはご遠慮ください）

図書館からのおしらせ

イベントに参加される方は、マスクの着用・手指の消毒、検温実施への
ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。
ご参加の際は、図書館の利用カードをお持ちください。

＊利用カードをお持ちでない方は、当日、氏名・電話番号をお伺いいたします。

当日、会場は換気のため、出入口や窓を開けさせていただきます。体調が

悪い方、検温の際、熱が高い方のご参加はご遠慮頂く場合がございます。

なお、緊急事態宣言中のイベント・おはなし会は全て中止となっています。

ぬいぐるみおとまり会

今月のイベント

今月のおすすめ本

一般書
実用／医療

『おいしいお漬けものと梅干し
－ささっと作れる即席漬けから本格的な

ぬか漬け、梅干しまで－』
杵島直美／監修 ブティック社 ２０１７年

A596.3オ
家庭でも簡単に作れるレシピ集です。梅干は疲労回復にも
効果があります。



カミィ通信
豊島区立上池袋図書館 月刊情報誌

日 月 火 水 木 金 土
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おはなし会
ぬいぐるみ
おとまり会 休館日

27 28 29 30
赤ちゃん

おはなし会
おはなし会

5/1

5/2
休館日 1/6 1/7 1/8 1/9

イベントや展示、新着図書などの
情報をおしらせします。

＜今月の休館日＞ ６月１日（火）・６月２５日（金）
＜ 開館時間 ＞ 平日 / 午前９時～午後８時 土日祝 / 午前９時～午後６時

さくらんぼおはなし会
時間 午後３時３０分～
場所 地下ホール

赤ちゃんおはなし会
時間 午前１１時～
場所 地下ホール

豊島区立上池袋図書館 〒170-0012 豊島区上池袋2-45-15 電話：03-3940-1779

7/1 7/2 7/3

7/4 7/5

＊緊急事態宣言中は、イベント・おはなし会は休止いたします。その後も情勢に
より、変更になる場合があります。
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さくらんぼ おはなし会
がつ にち すい

６月２３日（水）
がつ にち すい

６月３０日（水）
ご ご じ ぷん じ ふん

午後３時３０分～３時４５分
ばしょ ち か げんてい くみ

場所：地下ホール 限定５組

『まるのみへび』 花田鳩子／ぶん 植垣歩子／え

Eアキ 『まいごのたまごにいちゃん』あきやまただし／さく・え

Eアラ 『へんてこたいそう』 新井洋行／さく・え

『登り続ける、ということ。―山を登る 学校を建てる 災害と

たたかう―（ヒューマンノンフィクション）』 野口健／著

『ゴリランとわたし』 フリーダ・ニルソン／作
よこのなな／訳 ながしまひろみ／絵ニ

Eウエ

７８６

児童 おすすめのあたらしい本
じ どう ほん

カウンターの前にぬりえをおきました！

ぜひもちかえっておうちでぬってね。
もってきてくれたらおはなしのへやのまえにかざります！

図書館のカードも

持ってきてね

(または名前と電話番号を
おぼえてきてね)

と しょかん

なまえ でんわばんごう

も

マスクをつけてきてね。
かいじょういりぐち けんおん しょうどく

会場入口で検温・消毒をします。
じょうきょう へんこう ばあい

状況により変更になる場合があります。
あかちゃんおはなし会は
保護者の方はマスク・消毒にご協力を
お願いいたします。

さくらんぼ0.1.2

あかちゃんおはなし会
がつ にち か ご ぜん じ

６月２９日（火）午前11時～
ばしょ ち か げんてい くみ

場所：地下ホール 限定５組

かい

＊緊急事態宣言中はおやすみです。

かい



児童特集
（児童書）

新着図書 上池袋図書館で新たに受入をした図書です。予約もできます。

一般特集
（玄関前）

特別展示
（2階）

特別展示
（柱裏）

今月の特集

『空の本』

雨の降り続く季節。色々な天気や風の強さ、遠くの国の空を
感じられるような本を集めて展示します。

『春－チャレンジしてみようかな－』

春の季節にあった本を選び展示します。
小テーマは「チャレンジしてみようかな」

『ひみつだよ』
ひみつシリーズを中心にひみつ・ないしょにかんする
本をあつめました。

『読む！「洋楽」』
自伝、歌詞集、めぐる旅など、「洋楽」にまつわる本を
展示します。

（展示期間：５月２９日～６月２４日）

タイトル 著者 出版社 請求記号

なぜ僕は瞑想するのか－ヴィ
パッサナー瞑想体験記－

想田和弘 ホーム社 S180 ソ

毒が変えた天平時代－藤原氏
とかぐや姫の謎－

船山信次 原書房 210.3 フ

１日１ページ、３６５日で
世界一周

井田仁康 成美堂出版 290 イ

ウー・ウェンの１００ｇで作
る北京小麦粉料理

ウーウェン 高橋書店 A596.3ウ

オオルリ・キビタキ・サンコ
ウチョウ

BIRDER編集部 文一総合出版 488 オ

イサム・ノグチの空間芸術
－危機の時代のデザイン－

松木裕美 淡交社 71２ ノ

小さな心の同好会 ユンイヒョン 亜紀書房 929 ユ

にぎやかな落日 朝倉かすみ 光文社 アサ

烏百花　白百合の章
（八咫烏シリーズ外伝）

阿部智里 文藝春秋 アヘ

最高のアフタヌーンティーの
作り方

古市一絵 中央公論新社 フル


