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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12月20日発行

（第55号）

■休館日

いろんな図書館に
行ってみよう！！

おはなし会

1月16日（土） 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。

中央・作東・英田・大原図書館のおはなし会は中止します。

造形あそび広場

1月10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。

大野コミュニティセンター
（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 ぶっくる号

＠みらいぶ今年の漢字2020が決定しました！！

12月に募集した「今年の漢字」は、多くの応募の中から「密」に決定しました。
流行語大賞で「3密」が選ばれたりと、今年よく目にした漢字に票が集まりました。

「今年の漢字」と「2020年の出来事」を市内各館で展示しています。

この機会に2020年をふりかえってみませんか？

期間：～1/28（木）

密

年末年始の休館日：12/28（月）～1月4日（月）

※掲載の行事日程等は新型コロナウイルスの影響により変更となる場合があります。



おうちでしあわせ

日本全国まるごとおとりよせ便

たかはし みき/著

日本全国の取り寄せ可能なおいしいもの

をイラストで紹介。自分へのご褒美はもち

ろん、大切な方への贈り物にもぜひ。

年末年始をおうちでゆっくり過ごしませんか？
年末年始の本

市内各図書館で楽しいお正月イベントを開催します。ぜひご参加ください♪

1日でできる簡単おせちと、

いつでも役立つおもてなし

小林 まさみ/著

基本のおせちのレシピだけでなく、

洋風や中華風など今どきのおせちも紹

介。基本のおせち13品もたった１日で

つくれるスケジュールつき。

『きたきた捕物帖』

宮部 みゆき/著

夏のイベント（読書でみまさか一周の旅）

から、みなさんの心に残った1冊を紹介します！

（感想）

個性的な人々に助けられながら自分に自信

のなかった北一が少しずつ成長していく物語。

これからの展開が楽しみ。

中央・英田・大原・勝田図書館

本の福袋

1月5日（火）~1月31日（日）

テーマ別に本が入った福袋です。
くじ付き。

中央図書館

お年玉スタンプラリー

1月5日（火）～
付録がなくなり次第終了

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。

新春の運だめし!!

1月5日（火）~1月16日（土）

本を借りておみくじを引こう。絵馬も

書けます。

作東図書館 東粟倉図書館

新年図書館みくじ

1月5日（火）～1月24日（日）

本を借りると手作りおみくじが

引けます。

季節をたべる冬の保存食・行事食

濱田 美里/著

寒さのなかで、じっくりとうまみを増した野

菜や、さわやかな柑橘類で、保存食を作

りませんか。シュトーレン、おせち、恵方巻

など、あたたかな家の中で冬の行事を楽

しみながら、春の訪れを待ちましょう。

芥川・直木賞ノミネート発表されました!!

推し、燃ゆ 宇佐美りん/著

八月の銀の雪 伊与原新/著

オルタネート 加藤シゲアキ/著

心淋し川 西條 奈加/著

アンダードッグス 長浦京/著

市内図書館で借りることが出来ます。

芥川賞

直木賞



新着・おすすめ本

一般書

京都四条 月岡サヨの小鍋茶屋

柏井 壽/著

頃は幕末、清水寺にほど近い京都四条。

「小鍋茶屋」は、近江草津出身の月岡

サヨがひとりで切り盛りする料理屋。

風情漂う京の街で、今夜も美味しい料

理を求めて幕末人が集う。

白日

月村 了衛/著

信頼できない上司、暴走する部下、

情報戦の様相を呈す社内派閥抗争

…。もはや社内に信用できる者は

いない―。 現代社会の欺瞞を暴

き希望のありかを探る、明日のサ

ラリーマン・エンタメ！

ブロークン・ブリテンに聞け

ブレイディ みかこ/著

ＥＵ離脱、広がる格差と分断、そし

てコロナ禍……。政治、経済、思想、

アート、映画、テレビ番組、王室、

英語、パブ…など英国社会のさまざ

まな断片から、激動と混沌の現在を

描く、時事エッセイ集。

政治家の覚悟

菅 義偉/著

2012年3月に刊行された単行本

『政治家の覚悟 官僚を動かせ』

（文藝春秋企画出版部）を元に、

その後の官房長官時代のインタ

ビューなどを収録した、菅総理の

唯一の著書。

よりみち日記

道草 晴子/著

13歳でちばてつや賞を受賞した

翌年、精神科にもデビュー!? 波

瀾万丈過ぎる人生を送る著者が、

もう一度漫画の道を歩き出すー。

泣き笑いエッセイ漫画。

エターナル

日野 草/著

5つの時代をつなぐ、5組の優しい殺し

屋たちが見守った殺意と命の物語。

圧倒的なスケールと、あざやかな筆致

があなたの感情を揺さぶる、

まったく新しいミステリー!

民藝と手仕事

暮らしの図鑑編集部/編

民藝の精神に基づいて作られた

暮らしの道具や、各地に伝わる

郷土玩具をその背景とともに紹

介。あなたのモノ選びの理由と

なる、道具の背景が詰まった1冊。

戀童夢幻

木下 昌輝/著

信長、千宗易、家康ら戦国の猛者に

対峙し、歴史を動かした流浪の芸能

者の正体とは。時代小説界随一のス

リルを誇る著者の最高傑作！

山へようこそ 山小屋に爪楊枝はない

石丸 謙二郎/著

登山の達人としても知られる著者に

よる、“石丸流”山登りへの案内。

道具の選び方、山小屋のマナー、そ

して、一歩上の愉しみ方まで。

野菜はあたためて食べる！

堤 人美/著

野菜をあたたかく調理して、野菜

のおいしさを引き出す３つのポイ

ントごとに、簡単なのにおいしい

野菜のレシピを紹介！



児童書

うごきません。

柴田 ケイコ/絵

いつもじっとしているハシビロコ

ウ。友達のカバがきても、ヘビが

きても動きません。すると、鼻が

バナナになったゾウや、うずまき

模様のシマウマなど、おかしな動

物がつぎつぎやってきます。

サンタクロースっているの？

いもと ようこ/訳・絵

「サンタクロースっているの？

ほんとうのことをおしえてくだ

さい」。1987年、8歳の少女

バージニアがサン紙に送った質

問に記者が社説に掲載する形で

答えた世界的名文。

こころキャラ図鑑

ユーモアあふれるキャラクター

と、大人が読んでも発見（と反

省）がいっぱいの説明文！

読めば自分の「感情」と友だち

になれて、彼らとの上手なつき

合い方がわかります。

列車探偵ハル

王室列車の宝石どろぼうを追え！

Ｍ・Ｇ・レナード/著

少年ハルは、紀行作家の伯父とともに

豪華蒸気機関車「ハイランド・ファル

コン号」の最終運行に参加する。しか

し、セレブだらけの出発セレモニーで

宝石どろぼうが！！

にっぽんのおにぎり

白央 篤司/著

あなたの好きなおにぎりは、どん

なおにぎりですか?全国の方の声

も聞きながら、47都道府県それぞ

れのおにぎりを、にぎってみまし

た。

おしりたんてい

おしりたんていの こい！？

トロル/作

おしりたんていのじむしょがあるビル

の１階のカフェ『ラッキーキャット』

に新しくアルバイトの女性ベリーが

入った。おしりたんていは、いつもと

違う様子で…！？

猫町ふしぎ事件簿 猫神さまはお

怒りです 廣嶋 玲子/文

ここはとある日本の町、「大根古

（おおねこ）町」。ある日、小学4

年生の遠矢は幼なじみ・真理恵のた

のみをことわれず、オンボロ屋敷の

ふしぎな猫じゃらしをとってしまい

…。

世界の妖怪＆モンスター超百科

宮本 幸枝/著

あやしい日本の妖怪、大迫力の世界

のモンスター、謎につつまれた未知

の怪物など、知られざる不思議な生

き物が大集合！１６６種をオールカ

ラーの迫力のイラストで紹介。

島の子げんたの春休み

福田 岩緒/絵

瀬戸内海の鹿島という島に暮

らすげんたの家に、町にすむ

いとこのゆかがやってきた。

不安そうなゆかにげんたは…。

もりのおふとん

西村 敏雄/文・絵

森の中に大きなふとんがあ

りました。動物たちが次々

やってきて、ふとんに入り

ます。みんなが気持ちよく

ねていると、誰かが、ずる

ずる～っ！ とふとんをひ

ぱった！！


