令和2年11月20日発行
（第54号）

～あなたの地域に本を届けます～

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）

日

やまゆり苑（勝田地域）
大野コミュニティセンター
（大原地域）

10時～17時 （大原・勝田館）

12月
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年末年始の休館日：12/28（月）～1月4日（月）

31

■休館日

いろんな図書館に
行ってみよう！！
おはなし会

お願い
・おはなし会スタッフはマスク、
飛沫ガードを着用しています。
参加される方もマスクの着用を
お願いします。
・人と人との距離は１ｍ以上
あけましょう。

12月6日（日）

10時～11時 大原図書館（ぽけっと）

12月9日（水）
12月12日（土）
12月19日（土）
12月19日（土）

10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
10時～11時 中央図書館（にじの会） 中止
14時～15時 作東図書館（タンポポ）
10時30分～11時30分 東粟倉図書館 ※おりがみ教室もあります。

造形あそび広場
12月13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♪

＠みらいぶ今年の漢字2020
みなさんが考える、「今年の漢字」を募集します。

？

年末ジャンボ作東図書館くじ
期間：１２月１日（火）～27日（日）

応募期間：11月17日（火）～12月6日（日）

作東図書館で本を借りて、スタンプがたま

発表：12/15（火）

ったら「年末ジャンボ作東図書館くじ」を差

企画展示「今年のニュース」：12/1（火）～1/28（木）
市内各館で展示します。

し上げます。
当選番号発表は１月５日（火）です。

市内各図書館で楽しいクリスマスイベントを開催します。ぜひご参加ください♪
中央図書館
クリスマスツリーをかざろう！
12月1日（火）～12月24日（木） 館内のクリスマスツリーにメッセージを飾ろう。

作東図書館
サンタさんからのメッセージをお届けします♪
12月1日（火）~12月27日（日） 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！

英田図書館
クリスマスカードをつくろう
12月1日（火）~12月24日（木） クリスマスカードを作って大切な人に贈ろう♪
おすすめ本ツリー
12月1日（火）~12月27日（日）みなさんのおすすめ本を教えてください！

東粟倉図書館
まつぼっくりでつくろう
11月29日（日） 10時～11時

まつぼっくりで、クリスマスツリーを作ろう！

紙コップかつらむき大会
11月21日（土）～12月19日（土） 紙コップを細長く切ってクリスマス飾りをかざろう。

クリスマスの本

おうちで楽しむクリスマスの本を紹介します。

しかけえほん クリスマスって なあに

Happy手づくりポップアップカード
Book

ディック・ブルーナ/著
星にみちびかれて、東方の３博士の旅が

杉崎 めぐみ/著
お誕生日や季節のイベントで贈りたい!

はじまります。イエス・キリストの誕生の物語

贈られた人がカードを開いて思わず嬉し

を通して、クリスマスのほんとうの意味を、子

くなる、元気をくれるポップアップカードが

どもたちにやさしく楽しく伝える絵本です。

満載。誕生日、ウエディングほか季節の
イベントごとに紹介。
夏のイベント（読書でみまさか一周の旅）

はたらくくるまたちのクリスマス
AG・フォード/絵
広い広い工事現場では、ブルドー
ザーやショベルカーたちが今年の最後
の大仕事。帰り道に、働く車たちが見
つけたのは自分たちへのとってもすてき
なプレゼント。乗り物が大好きな子ど
もたちに贈る「クリスマス」の絵本。

から、みなさんの心に残った1冊を紹介します！

『かぶとむしとくわがたむし』
今森 光彦/写真・監修
（感想）
だいすきなかぶとむしとくわがたむしのことがたく
さん知ることができてうれしかったです。また来
年の夏に会えるのが今から楽しみです！！

新着・おすすめ本
一般書

この本を盗む者は
深緑 野分/著

デルタの羊
塩田 武士/著

書物の蒐集家を曾祖父に持つ高校

製作委員会、制作会社、ゲーム、配信、

生の深冬。ある日、蔵書が盗まれ、

中国、テクノロジー、コロナ後…… こ

“この本を盗む者は、魔術的現実

れが日本のアニメの“リアル”！アニ

主義の旗に追われる”というメッ

メに懸ける男たちの人生が交差すると

セージが残された。それを機に世

き、【逆転のシナリオ】が始動する！

界が姿を変えていき･･･。

谷根千ミステリ散歩
やがて訪れる春のために

中途半端な逆さま問題

はらだ みずき/著

東川 篤哉/著

認知症患者をめぐる家族と、枯れ

下町情緒あふれる東京の谷根千（谷

た庭。一筋縄ではいかない両者の、

中・根津・千駄木） の路地裏にある、

再生の物語。

隠れ家的雑貨屋「怪運堂」。店主・竹
田津は怪事件が持ち込まれると鮮やか
に真相を解き明かしていく―。

やっぱり、

おとなになるのび太たちへ

このゴミは収集できません

藤子･ F･不二雄/イラスト

滝沢 秀一/著

子どもたちが憧れる職業についた

定収入を得るためにゴミ清掃員を始

10人のおとなが、てんとう虫コ

めた、マシンガンズ・滝沢秀一の書

ミックス『ドラえもん』から、選

下ろしエッセイ。今作も、理解不能

りすぐりの1話をレコメンド！夢

な怪奇ゴミに怪事件、金持ちゴミの
分析や食品ロスの実態など、

をかなえるために、人生で必要な

ギューッと詰め込んだ渾身の一作。

ことを教える。

お笑い芸人と学ぶ
13歳からのSDGs

もっとずるいいきもの図鑑

たかまつ なな/著

今泉 忠明/監修
『ずるいいきもの図鑑』の第2弾。

お笑い芸人のたかまつななさん

ウイルスも入ってグレードアップ。

がやさしく解説！

あなたの知らないいきものの世界

たかまつさんは「笑って学ぶ

をたっぷり紹介。

SDGs」という講座を全国の学
校や自治体などに届けている。

ゼロからはじめる Zoom
リュウジ式 悪魔のレシピ
リュウジ/著

基本＆便利技
マイカ/著

制作期間1年超え。バズレシピ作

基本操作から、より便利に使いこ

家「リュウジ」渾身の決定版とな

なすためのテクニックなどをわか

るレシピ本。Twitter未公開の

りやすく解説。Zoomをゼロから

「秘蔵レシピ」が満載。

はじめたい人も、もっと活用した
い人も必携の1冊。

児童書
はんぶんこ
どちらが おおい？

多田 ヒロシ/文・絵

かぞえるえほん

動物たちが、大好きな食べ物をは

村山 純子/作

んぶんこ！ でも時々半分にならな
くて泣いちゃったり…。はんぶん

盛り上げ印刷が施された絵を指

こして食べるだけで、いつもより

でたどり、いろいろな「数」を

おいしくて、楽しくて。わけっこ

数えてあそぶ、見える子も見え

するのがうれしくてたまらない！

ない子も、一緒になって楽しめ

そんな年齢の子どもたちに。

る、画期的な本。

めんのずかん

どきどきオムライス

大森 裕子/作

ドーリー/絵

へい、いらっしゃい！麺専門

ぶたのぶうぶはオムライス

フードコート「めんパークわ

が大好き。「今日もオムラ

んこ」へようこそ。ラーメン、

イス食べようっと」。けれど

パスタ、そば、うどん…おい

冷蔵庫に卵がありません。

しそうな麺がページいっぱい

急いで卵屋さんに買いに行くものの、なんと売り切れ。そこ
へたくさんの卵を持った、大きなおおかみが通りかかり…。

にずらり。

はみがき探偵
うまれるまえのおはなし

シャカシャカ！宇宙ロボットのなぞ

ひだの かな代/文・絵

キム・フィナム/著

わたし、ママを選んで生まれてき

村はずれの空き地に置かれている

たの。プレゼントを抱えて･･･

おんぼろバスに住んでいる名探偵

胎内記憶って、知ってますか?これ

ホワイトはシャカシャカシャカ、

は“生まれる前の世界”を忘れず

歯をみがくと頭がさえわたり、事

にいた女の子から聞いたお話。

件を解決できるのです！

名探偵ポアロ ナイルに死す

おばけのうんどうかい
むらい かよ/著
かわいいおばけが、い～っぱい！
おばけの国ポポヨンからやってき
たおばけと、元気いっぱいの小学
生が暮らしている「おばけマン

アガサ・クリスティー/著
大金持ちの女性とその夫のハネ
ムーンは、ナイル河をさかのぼる
豪華客船上で一変した。鳴り響く
銃声。夫のかつての婚約者が、銃
をもって二人をつけまわしていた

ション」。

のだ。嫉妬による凶行か？

カタカナ英語
キャラクター図鑑

脳のなかのびっくり事典

いとう みつる/イラスト

こざき ゆう/文

発音のカタカナ表記をキャラク

すれば記憶力がアップする!?

ター化(例えば「アニャン」なら

あれもこれもぜんぶ、脳のかん

「たまねぎ」を「ねこ(ニャ

ちがい？

脳はまだまだ力を秘

ン)」っぽく)し、見て楽しめ、

めている!!

など、脳にまつわ

発音時の注意点をビジュアルで

るさまざまな「ざんねん」や

思い出しやすくした画期的な英

「びっくり！」を紹介。

単語図鑑。

