
前橋のまちなかを⾊鮮やかな光で飾る『まえ
ばし光の散歩径（さんぽみち）〜イルミネー
ション フォレスト〜』の⼀環として、市⽴図書
館本館のライトアップを実施しています。

⽇中はレトロな雰囲気を醸し出している市
⽴図書館本館ですが、夜はLEDの光ととも
に昭和49年築のレンガ造りの建物が幻想
的な光景を作り出しています。

隣接してライトアップしている市役所本庁舎
と２つの建物が織り成す夜の景⾊をお楽し
みください。

前橋南ロータリークラブから、創⽴30周
年記念事業として前橋こども図書館に
「ねこざかなシリーズ」や「バムとケロシ
リーズ」など、⼦ども達に⼤⼈気の絵本
260冊の寄贈がありました。配架して、
たくさんの⼦ども達に読んでもらえるよう
役⽴てていきます。

URL：http://www.tosyokan.city.maebashi.gunma.jp/
発⾏：前橋市⽴図書館（前橋市⼤⼿町⼆丁⽬12番9号）

第301号

まえばししりつ 図書館だより
2015年５月号

ライトアップされた図書館に出かけて⾒ませんか

絵本260冊をいただきました

ライトアップは平成28年1⽉31⽇までの19時から22時の間で実施しています。市⽴図書館本館だ
けでなく、街中の様々なスポットでライトアップを実施していますので、ライトアップマップもご覧ください。

http://www.city.maebashi.gunma.jp/653/654/p014055.html
（検索エンジンで「まえばし光の散歩径」と検索！）



⼀般書

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位
第8位
第9位
第10位

64 横⼭秀夫
夢幻花 東野圭吾
ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾
マスカレード・ホテル 東野圭吾
⾊彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹
海賊とよばれた男 上 百⽥尚樹
⾖の上で眠る 湊かなえ
祈りの幕が下りる時 東野圭吾
⾈を編む 三浦しをん
海賊とよばれた男 下 百⽥尚樹

絵本

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位
第8位
第9位
第10位

しろくまのパンツ tupera tupera
へんしんレストラン あきやま ただし
ポケモンをさがせ!ベストウイッシュ 相原 和典
ミッケ! 6 ウォルター・ウィック
へんしんクイズ あきやま ただし
パンダ銭湯 tupera tupera
へんしんマンザイ あきやま ただし
バムとケロのもりのこや 島⽥ ゆか
かぐや姫の物語 ⾼畑 勲
がんばれ!ルルロロ おきにいりのワンピース あいはら ひろゆき

コミック

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位
第8位
第9位
第10位

ドラえもん 2 藤⼦・F・不⼆雄
ドラえもん 43 藤⼦・F・不⼆雄
ドラえもん 6 藤⼦・F・不⼆雄
ドラえもん 23 藤⼦・F・不⼆雄
ドラえもん 22 藤⼦・F・不⼆雄
ドラえもん 42 藤⼦・F・不⼆雄
ドラえもん 12 藤⼦・F・不⼆雄
ドラえもん 4 藤⼦・F・不⼆雄
ドラえもん 38 藤⼦・F・不⼆雄
ドラえもん 7 藤⼦・F・不⼆雄

視
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CD

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位

いきものばかりーメンバーズBESTセレクションー いきものがかり
⽇本の恋と、ユーミンと。 松任⾕ 由実
YUZU YOU 2006-2011 ゆず
Mr.Children 2005-2010 <macro> Mr.Children
それいけ！アンパンマン ベストヒット ʼ１３ バップ
All the BEST! 1999-2009 嵐
Mr.Children 2001-2005 <micro> Mr.Children

DVD

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位

天空の城ラピュタ（宮崎 駿監督）
魔⼥の宅急便（宮崎 駿監督）
おばけのてんぷら（古庄 賢太郎監督）
借りぐらしのアリエッティ（⽶林宏昌監督）
ねないこだれだ（古庄 賢太郎監督）
ちびまる⼦ちゃんと学ぶ ⼤切な３つのお話（さくら ももこ原作）
バグズ・ライフ（Lasseter John監督）

平成２６年度貸出利⽤ベスト

こども図書館のイベント

■おはなしの会（「前橋市読み聞かせグループ連絡会」所属グループ）
⽇時：5⽉2⽇、9⽇、16⽇、23⽇、30⽇（⼟曜⽇）の13時30分から14時
内容：絵本の読み聞かせ・紙芝居・⼈形劇など

■おはなしやさん（たこさんのおはなしや）
⽇時：5⽉7⽇、14⽇、21⽇（⽊曜⽇）の11時30分から12時
内容：絵本の読み聞かせ、⼿遊びなど

■⾚ちゃん絵本のおはなし会（スマイル・ハート）
⽇時：5⽉15⽇（⾦曜⽇）の13時30分から14時30分
内容：絵本の読み聞かせ、⼿遊びなど（対象は乳児と保護者（０〜１歳向き））

■はじめて絵本のおはなし会（萠えぎの会）
⽇時：5⽉24⽇（⽇曜⽇）の11時から12時
内容：絵本の読み聞かせや読み⽅（対象は乳児と保護者（０〜１歳向き））



市⽴図書館では地域の皆様に図書館を利⽤していただくため、市内に15箇所の分館を設
けています。11回⽬の今⽉号は平成19年に開館した元総社分館をご紹介します。

元総社分館は前橋市内の⼀番⻄に位置
する分館です。⾼崎市⺠の⽅の利⽤も多く、
利⽤しやすいと喜ばれています。住宅街の
⼀⾓で場所の問い合わせも多々ありますが、
新聞や雑誌の閲覧コーナーに⽴ち寄る⽅も
いらっしゃいます。

おすすめの本コーナーをつくり、季節や時事に
関する幅広いジャンルの本を置いています。公
⺠館の部屋利⽤の⽅々の利⽤も多く、料理
本のコーナーは本が⾒やすく探しやすいと好評
です。

本のタイトル等はっきり覚えていない時も探
すお⼿伝いをさせていただきますので、お気
軽に声をおかけください。

所在地：前橋市元総社町三丁⽬1番地1
休館⽇：⽉曜⽇（休⽇の場合は翌⽇）、12⽉29⽇から1⽉4⽇、蔵書整理期間
開館時間：平⽇は午前10時から午後6時、⼟⽇祝⽇は午前10時から午後5時
蔵書数：⼀般書：約20,000冊、児童書・絵本：約13,000冊、視聴覚資料：約1,300点
延床⾯積：239.01平⽶

分館の紹介（元総社分館）



■総社分館
総社地区「ふれあいのびゆくこどものつどい」開催に伴い休館します。

臨時休館⽇ 23⽇（⼟）、24⽇（⽇）
臨時休館の振替として下記⼆⽇を臨時開館します。

臨時開館⽇ 11⽇（⽉）、25⽇（⽉）
■富⼠⾒分館

電源設備点検のため休館します。
臨時休館⽇ 23⽇（⼟）

臨時休館の振替として下記の⽇を臨時開館します。
臨時開館⽇ 25⽇（⽉）

本館
分館

こども図書館上川淵・桂萱・下川淵
総合教育プラザ・元総社

南橘・⼤胡・富⼠⾒・総社
芳賀・清⾥・城南
粕川・宮城・東

7⽇（⽊）
11⽇（⽉）
18⽇（⽉）
20⽇〜26⽇

7⽇（⽊）
11⽇（⽉）
18⽇（⽉）
25⽇（⽉）

7⽇（⽊）
14⽇（⽊）
21⽇（⽊）
28⽇（⽊）

27⽇（⽔）

蔵書整理のため下記の⽇程で休館いたします。
休館対象：本館
休館期間：20⽇（⽔）から26⽇（⽕）

※こども図書館、各分館は通常通り開館いたします

これまで「天川町住宅団地⼾塚製作所東」に
停⾞していましたが、5⽉8⽇より「天川町⼀丁
⽬⾃治会館前」へ変更することとなりました。
5⽉と6⽉の巡回⽇程は、5⽉8⽇、5⽉29⽇、

6⽉12⽇、6⽉26⽇の午前10時20分から午
前10時50分までです。

今⽉の休館⽇

今⽉の臨時休館・臨時開館情報

蔵書整理のお知らせ

移動図書館「ひろせ号」サービスポイント変更のご案内

本年度から編集担当者が変わりました。
不慣れではありますが、分かりやすい内容
を⼼掛けて、皆様に親しまれるような『図
書館だより』を作っていきたいと思います。
応援よろしくお願いいたします。

編集よもやま話

天川原
中央公園

天川原町⼀丁⽬
⾃治会館
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