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～あなたの地域に本を届けます～

開館時間：9時30分～18時 （中央・作東・英田・東粟倉館）

出張図書館

10時～17時 （大原・勝田館）
12月

大野コミュニティカフェ
（大原地域）
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［おしらせ］

英田図書館
12/3（火）
～12/7（日）
蔵書点検のため
臨時休館となります。

※休館日

いろんな図書館に
行ってみよう！！
おはなし会
12月1日（日） 10時～11時 大原図書館（ぽけっと）
12月11日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
12月14日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）
12月14日（土）10時～ 東粟倉図書館 ※おりがみ教室もあります。
12月21日（土）14時～15時 作東図書館（タンポポ）

冬休み映画会
中央図書館 「インクレディブル・ファミリー」（118分）
12月22日（日）①10時～

②14時～

作東図書館 「映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん」（100分）
12月22日（日）①10時～

②14時～

英田図書館 「おしりたんてい ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょう！」（60分）

12月24日（火）①10時～

②14時～

・・・たのしい イベント いろいろ・・・・・
今年もクリスマスの季節がやってきました！
そこで今回は、「クリスマスに読みたい本」を紹介します。

へんしんプレゼント
あきやま ただし/作・絵
もし、サンタのおじさんから
プレゼントをもらえるとした
ら、何が欲しいですか？
サンタがみんなの名前をく
りかえし呼ぶと、なぜかそ
の名前が素敵なプレゼン
トに変身！ さあ、はじまり
はじまり…。

サンタさんからのメッセージを届けます♪
12月1日（日）～12月28日（土）
サンタさんが選んでくれた本、どんな本かな？

帰ってからのお楽しみ♪

作東図書館

クリスマスツリーをかざろう！
12月3日（火）～12月28日（土）
館内の大きなクリスマスツリーに
メッセージを飾ろう！

スノードームの世界

中央図書館

ものづくりクラブ/著
スノードームの魅力を見
て作って楽しめる、ビジュ
アル＆ものづくりブック。ク
リスマスをはじめとした冬
ならではの美しさを彩った
スノードームの図鑑から、
身近な材料でできるス
ノードームの作り方まで紹
介する。

まつぼっくりすますツリーを作ろう
12月1日（日） 10時～
大きなまつぼっくりにかわいい飾りをつけて

ツリーを作ろう。

東粟倉図書館
Merry
X‘mas！

ガチャ本（ポン）で本を借りよう！
12月1日（日）～12月28日（土）の土日限定!!
ガチャガチャをまわして本をかりよう （対象：児童）

ラクラクお掃除新津式汚れ落とし術
新津 春子/著
汚れ落としの極意は、汚
れの正体を見極めること
にあり! 世界一清潔な空
港を支える清掃人・新津
春子が、家庭の汚れの
効果的な落とし方を伝
授。掃除がもっとラクに、
手軽にできるようになる
考え方や方法が満載。

図書館の本を
ご活用くださ
い

大原図書館

週末15分そうじ術
鈴木 美帆子/著
時間も労力も最小限。
ゆるいけど、成果はバツグ
ン。人気急上昇の家事
代行マッチングサービスで
活躍する「タスカジさん」
の週末15分でできるそう
じ術を紹介します。タスカ
ジさんの小ワザ・アイテム
集も収録。

何かと忙しい年末…。ちょっとした家事のコツや豆知識を活かし
効率的に家族みんなでおおそうじを楽しみま
しょう♪

新着・おすすめ本
一般書
人間

祝祭と予感
又吉 直樹 /著

恩田 陸/著

３８歳の誕生日に届いた、ある騒動の

「蜜蜂と遠雷」のスピンオフ短編小説

報せ。何者かになろうとあがいた季節

集。ピアノコンクールの審査員ナサニ

の果てで、かつての若者達を待ち受け

エルと三枝子の若き日の衝撃的な出会

ていたものとは？

いとその後を描いた「獅子と芍薬」な
ど、全６編を収録する。

人を乞う

ツナグ 想い人の心得
辻村 深月/著

あさの あつこ/著
政が大きく変わる様を見届けるため、

一生に一度だけの死者との再会を叶える

江戸から故郷に戻ってきた天羽藩上

使者「ツナグ」。祖母から役目を引き継

士の子・伊吹藤士郎。世の光と闇を

いで７年。歩美の元には、亡き人との面

見、武士ではない生き方を知った少

会を望む人々が、誰にも言えぬ想いを胸

年が選んだ道とは？ 青春時代小説、

に秘めて訪れる…。

最終章。

横山先生！老後までに２０００万円って
ほんとうに貯められますか？

横山 光昭/著

毎日がんばっている人の
ミカタレシピ
阪下 千恵/著

家計再生コンサルタントが、３０〜４０代

お惣菜＆コンビニ食材で作るごはん。ひ

の家庭の現在の家計をもとに、老後資金は

き肉をパックから出してそのまま焼くだ

どうなるかをシミュレーション。年金制度

け…。忙しい毎日をがんばっている人の

について解説するとともに、将来の資産形

ために、帰ってからでもあっという間に

成をしていくためのお金とのつきあい方を

完成するレシピを紹介します。

まとめる。

12か月のおりがみ壁飾り
いまい みさ/著
幼児から大人まで、幅広い年齢層の人
たちが簡単に折れて、楽しめる季節の
おりがみ壁飾りを紹介。幼児の知育、

親子や友達のコミュニケーション、お

小さい林業で稼ぐコツ
農山漁村文化協会/編
山の手入れを自分でやる「小さい林業」で
稼ぐコツを紹介。チェンソーの選び方から、
安全な伐倒法、間伐の基本、造材・搬出の
技、補助金の使い方まで楽しく解説する。

年寄りの脳トレなどに最適。

かっこいい福祉
村木 厚子 ,今中 博之 /著
低賃金、重労働、人手不足…。「福
祉」は何故、低く見られるのか？ 制
度と現場を知り尽くした２人の著者
が、福祉をかっこいい業界にするに
はどうすべきかを縦横無尽に語り合
う。

ズボラ習慣をリセットしたら
やる気な自分が戻ってきました

わたなべ ぽん/著
ズボラ習慣から抜け出せずダラダラ

モードの毎日。「先のばし」生活を脱
出したら…。「いい１日だった！」と
いう日々が来るまでの奮闘を描いた実
録コミックエッセイ。

児童書
おやさいしろくま
柴田ケイコ /作・絵

ノラネコぐんだん カレーライス
工藤ノリコ/著

新鮮な野菜が大好きな、くいしんぼ

ワンワンちゃんのカレー屋さんをのぞく

うのしろくまは、「野菜のなかには

ノラネコぐんだん。カレーライスの作り

いってみたら、どんなかんじかな?」

方を見ています。夜、ノラネコぐんだん

と想像してみることに。トマト、

はお店に忍び込んでカレーを作り、「か

キャベツ、かぼちゃ…。どうなるか

んたんだったね」と得意顔。でも、その

な? 「しろくま」シリーズ第5弾。

よんでみよう！ミニオン
あいうえおのえほん

背後には…。

ながいながい骨の旅
川上 和生/絵
私たちの体の中にある骨。その旅をた

ミニオンの世界を楽しみながら、文字

どりなおす科学絵本。骨をもたなかっ

やことばが学べる絵本。ものの名前や

た生きものが進化し、骨をもつように

動詞・形容詞の言葉や、ひらがなの書

なった歴史や、骨の重要な役割などを

き順、外来語などのカタカナ表記を紹

紹介します。骨をめぐるむかしむかし

介します。

の大ニュースも掲載。

新恐竜
ドゥーガル・ディクソン/著

マップス

新・世界図絵 愛蔵版

アレクサンドラ・ミジェリンスカ,

６６００万年前、隕石が地球に衝突せず、

ダニエル・ミジェリンスキ/作・絵

恐竜がそのまま進化していたら、どのよ
うな姿になったのか？ 緻密な考証をも

地図とたくさんのイラストで、世界の国々

とに、絶滅せずに現代まで進化を続けた

を案内。６２か国の基本データをはじめ、

恐竜の姿を空想した恐竜図鑑。歴史的名

地理、植物、動物、歴史など、さまざまな

著の児童書版。

情報が満載。見返しに国旗一覧あり。

きつねの時間

税金の大事典

蓼内 明子/作

神野 直彦/監修
「難しい」というイメージを持たれがち

小学6年生のふみは、ママとふたり暮らし。

な税金を、図やグラフ、親しみやすいイ

ママは美術予備校の講師をしながら、絵描

ラストを使いながらわかりやすく解説。

きをしていて忙しい。ママの仕事がおそい

消費税増税、軽減税率、タックスヘイブ

夜はふみが料理を作る。ある日、ふみはパ

ンなど、税金にまつわるたくさんの話題

パが生きていると聞かされて、ママとケン

にもふれる。

カをしてしまい…。

ピノピノとおひるね 1・2
緑川 聖司/著

ホカリさんとあきのてがみ
はせがわ さとみ/作

絵本からのステップアップにぴった

ホカリさんは、小さなまちのゆうびんや

りな、ちっちゃなこぐまと森の仲間

さん。ある日、コンサートに出るという

のかわいい成長物語。レトロクラ

コオロギから、招待状の配達をお願いさ

シックなストーリーと愛らしい絵を

れました。しかし招待状の宛先は、空の

楽しめます。

星で…。楽しくてあたたかい３つの小さ
な物語。

