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※休館日

中央図書館 TEL 72-1135 東粟倉図書館 TEL 78-3650

作東図書館 TEL 75-0007 大原図書館 TEL 78-3111

英田図書館 TEL 74-3104 勝田図書館 TEL 77-1111

開館時間：9時30分～18時 （中央・作東・英田・東粟倉館）

10時～17時 （大原・勝田館）

令和2年1月1日発行

（第43号）

大野コミュニティカフェ
（大原地域）

やまゆり苑（勝田地域）

～あなたの地域に本を届けます～

出張図書館

いろんな図書館に
行ってみよう！！

おはなし会

1月5日（日） 10時～11時 大原図書館（ぽけっと）

1月8日（水） 10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）

1月11日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）

1月18日（土）10時～ 東粟倉図書館 ※おりがみ教室もあります。

1月18日（土）14時～15時 作東図書館（かぼちゃの馬車）

昔話をたのしむ会

1月26日（日） 11時～12時 中央図書館（みまさか民話の会ほっこり）

造形あそび広場

1月12日（日） 10時30分～16時30分 東粟倉図書館 カプラブロックで自由に遊ぼう♪



おぞうにくらべ
宮野 聡子/文

お正月、おばあちゃんの家へ

行ったきみちゃんは、いろいろ

なお雑煮にであいました。野

菜がいっぱいのお雑煮、しょう

ゆ味のお雑煮、魚が入ってい

るお雑煮……。どの家にも、

受け継がれてきた大切な味

があったのです。

新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

伝統的な結び方から動物やお花

のモチーフの作り方まで、水引ア

レンジがこの1冊でわかります!

十二支のはじまり
いもと ようこ/文・絵

本の福袋

1月4日（土）～1月30日（木）

テーマ別に本が入った福袋です。くじ付き。

お年玉スタンプラリー

1月4日（土）～付録がなくなるまで

本を借りてスタンプを集めると

雑誌の付録をプレゼント。

付録がなくなり次第終了です。

返却しおりを集めよう！

1月4日（土）～2月29日（土）

返却しおりのクーポンを集めて

プレゼントをもらおう。

・・・新年の イベント いろいろ・・・・・

作東図書館

中央図書館・勝田図書館

中央図書館

新年図書館みくじ

1月4日（土）～1月30日（木）

本を借りて、手作りおみくじをひこう！ 東粟倉図書館

風が強く吹いている
三浦 しをん/著

奇跡のような出会いから、

清瀬灰二と蔵原走は無謀

にも陸上とかけ離れていた

者たちと箱根駅伝に挑む。

それぞれの「頂上」めざして

…。長距離を走る(=生き

る)ために必要な真の「強

さ」を謳いあげた、超スト

レートな青春小説。

あの手に襷を繋いで、ゴー

ルまであと少し!誰かのため

に走ることで、つかめるもの

がある-。寄せ集めのメン

バーと頼りない先生の元で、

最後の駅伝に挑む中学生

の夏を描くみずみずしい傑

作青春小説。

あと少し、もう少し
瀬尾 まいこ/著

お正月といえば駅伝！箱根駅伝にかける青年たちの熱い想いをぜひ本で♪
図書館の本を
ご活用ください

1月といえば…

十二支は、どうしてきまった

のでしょうか?ねずみがは

いっているのに、ねこはは

いっていないのは、なぜ?そ

して、ねこがねずみをおっか

けるのはなぜ?このお話をよ

めば、わかります!

手軽につくれる
水引アレンジBOOK

長浦 ちえ/著



新着・おすすめ本

一般書
潮待ちの宿

伊東 潤/著

口減らしのため備中の港町・笠岡の

「真なべ屋」に連れてこられた志鶴。

潮待ち宿のそこでは、怪しい旅人、改

革に燃える藩士、そして想い人―。

懸命に働きながら己の人生を見つめる

志鶴の物語。

勿忘草の咲く町で

夏川 草介/著

看護師の月岡美琴が勤める梓川病院は

高齢の患者が多い。 そこへ外科での研

修期間を終えた研修医・桂正太郎が

やってきた。高齢者医療の現実を描き

出した医療小説！

人面瘡探偵

中山 七里/著

人面瘡×相続鑑定士コンビが怪事件に

挑む！ 毒舌を吐きながら、鮮やかに

謎を解き明かす。その探偵は、人間

じゃない――!?中山七里史上もっとも

奇っ怪で、頭脳明晰な探偵が誕生！

さんかく

千早 茜/著

古い京町家で夕香と同居することになっ

た正和。理由は「食の趣味が合うから」。

ただそれだけ。なのに、恋人の華には言

えなくて…。三角関係未満の女、男、女

の物語。

自衛隊防災ＢＯＯＫ 2

全国の自衛官が実践する防災の知恵＝

ライフハック満載の、備えあれば憂い

なしの一冊です。日本の災害に備える

ライフハックを、分かりやすいイラス

トと写真で、誰でもちゃんと覚えて、

実行できます。

奔る男 小説 金栗四三

堂場 瞬一/著

日本初のオリンピック代表選手である金

栗四三は、アントワープ大会、パリ大会

にも出場する一方、第1回箱根駅伝開催に

も尽力。進取の気性に富んだ「伝説のア

スリート」の生涯を、オリンピックの

レースシーンを軸に綴る。

丸鶏レシピ

うまみを丸ごといただきます

コウ 静子/著

丸ごと調理するからうまみを逃さず

ジューシーに仕上がります。週末は、

ドーンと迫力の丸鶏料理はいかがで

すか。

親のお金守ります

小早川 浩/著

相続、高齢者の認知機能の衰え、高齢者

詐欺被害を知ることからのお金の守り方、

それらを親と子両方の視点から解説。

実況！会社つぶれる！！

全宅ツイ/著

会社がなくなる前の予兆を「来年」

「来月「来週」「今日」「なくなっ

た」の５つの章にわけ、会社がつぶ

れる前にはそれぞれどのような予兆

があるのかを面白おかしく紹介して

いく。

デジタル・ミニマリスト

カル・ニューポート/著

TwitterやLINE、Netflixから、ぼくら

の可処分時間を守りぬけ！ 「テクノロ

ジー界のコンマリ」が、つながり疲れ

と情報メタボを解消し真の豊かさを手

に入れるための思考法・実践法「デジ

タル・ミニマリズム」を提唱。



児童書

おしょうがつのかみさま

おくはら ゆめ/著

神様、まだかな～。早くこないかな

～。新しい年がやってくる！ドキド

キ！「あけましておめでとう」みんな

といっしょに、神様もやってきたよ。

えー！あなたが神様だったのね！？

しろいしろいころわん

黒井 健/絵

ころころの子犬ころわんは、朝起

きてびっくり。あたり一面、真っ

白。昨夜からの雪が積もったので

す。初雪に対するころわんの無邪

気な気持ちが、読者の共感を呼ぶ

絵本です。

このほんよんでくれ！

ミカエル・ドゥリュリュー/絵

人間の親子が読んでいる絵本に夢中に

なるオオカミ。ぐうぜん、その本を拾

いますが、じつは字が読めなくて……。

「はなしのつづきが よみたい、しり

たい！だれか よんでくれー！」

わたしのわごむはわたさない

ヨシタケ シンスケ/著

このわごむはわたしのもの。おさが

りでもなく、みんなで使うものでも、

ちょっとだけかしてもらうものでも

ない、わたしだけのもの。

古代遺跡のサバイバル 1 

秦の始皇帝陵編

洪 在徹 /著

中国大陸を初めて統一した秦の始皇帝が

建設した広大な「始皇帝陵」。アマチュ

ア考古学者の父と息子のウジュは、陵を

探査中に地下都市に墜落し……。

気象キャラクター図鑑

雨や風、雷といった身近なものから、

天気予報で聞く「気圧」、「前線」

などの用語まで、41の気象をキャラ

クター化しました。それぞれの発生

のしくみや特徴などがやさしくわか

る、気象の超入門書です。

絵と写真でわかる警察の

クイズ１００

黒岩 勇一/著

「警察庁と警視庁は、何が違う？」、

「犯人と容疑者って、何が違う？」、な

どなど100問の三択クイズで、警察と警

察官に詳しくなれる！

南河国物語

濱野 京子/著

千載におよぶはるか昔のこと、黄砂

舞う大陸のとある国に、天下に名を

轟かせる名称軍に父親が似ていた

ばっかりに、あらぬ疑いで囚われの

身となった、不運な父娘がおりまし

た。ところがこの娘、たいした度胸

の持ち主で――。

家庭科室の日曜日

ももたろうがおおすぎる！

村上 しいこ/作

ここは、せんねん町の、まんねん小学

校。どこにでもある小学校だと思うで

しょ。でも、ちょっとちがうんですよ

ね。とくに、日曜日は……。というわ

けで、今回は家庭科室のなかまたちの

お話です。

おしょうがつバス

藤本 ともひこ/著

「いただきバス」シリーズ第６弾。

大晦日の夜です。明日はお正月。

十二支のみんなと、だれが一番に初日の出をみるか、眺

めのいい丘まで競争します。除夜の鐘を合図に、しゅっ

ぱつしバース！ せーの！ ごーーーん！


