
まんねん小学校の防災室。色んな防災グッズがいます

ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰの作者がおくる 伝説の妖怪をめぐる真実、希望、友情の物語

くらやみきんしの国
エミリー・ハ
ワース＝ブース

暗やみが怖い王様は暗やみを禁止し、人工太陽を作らせました

見た目レンタルショップ 化けの皮 石川 宏千花 狐を使役する一族の末裔と狐たちが営むレンタルショップの話

休館日

妹トシの死にまつわる宮澤賢治の作品が3／11とひびきあう･･･

日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸 小説家･恩田陸が、本、舞台、物語などについて綴ったエッセイ

1984年に生まれて 郝 景芳 二つの時代の中国社会に翻弄された父と娘･･･自伝の形をとった小説

リモートワーク大全
悩みがなくなり成果があがる105のこと

「死にたい」「消えたい」と思っ
たことがあるあなたへ

河出書房新社 編 作家や漫画家、YouTuberや俳優などがそれぞれの思いを記す

壽 かおり リモートワークの基本やコツを多数の事例とともに紹介

令和２年12月14日（月）～令和２年12月27日（日）
期間中は、おひとり12冊まで　４週間の貸出ができます。

年末年始の休館日 令和２年12月28日（月）～ 令和３年1月4日（月）
※令和３年１月５日は火曜日のため通常の休館日です

★年末年始休館と特別貸出期間のお知らせ★

絵本・児童書

星空としょかんへようこそ
作 小手鞠 るい／
絵 近藤 未奈

サンタさんに渡された本がとても悲しい話で怒ったなずなは･･･

まちのおばけずかん マンホールマン

防災室の日曜日

イッカボッグ

作 斉藤 洋／絵
宮本えつよし
作 村上 しいこ／
絵 田中 六大

J.K.ローリング

特別貸出期間について

まちにはこわ～いおばけがいっぱい！でもこのお話を読めば大丈夫！
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大切な人は今もそこにいる
ひびきあう賢治と東日本大震災

千葉 望

タイトル 著者名 本の内容

タイトル 著者名 本の内容

傍聴者 折原 一 友人を殺害された池尻は真相を探るべく花音に近づいた･･･

お龍のいない夜 風野 真知雄 妻･お龍との愛を軸に描く新時代の龍馬伝

2020年の恋人たち 島本 理生 母のワインバーを継ぐか･･･変化する日常の中、葵の心は揺れる

Seven Stories
 星が流れた夜の車窓から

糸井 重里
井上 荒野

退職を機に豪華旅行に誘う夫。でも妻には秘密の人生設計が･･･

ブッくん
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司書のおすすめ！

連続殺人鬼カエル男

中山 七里

年始めの運だめし!?

当日、本を１冊以上借りていただいた方は、

ささやかな景品がもらえるくじがひけます♪

おひとり１回限り。

くじがなくなり次第終了となります。

司書がセレクトした本を福袋にして貸出！

どんな本が入っているかは、

借りてみてのお楽しみ♪

普段、選ばない本に出会うチャンスです。

絵本セット×10，児童書(読み物)セット×5

一般書(大人向け)セット×5

合計20セット限り

コロナ禍で右往左往した2020年。どんな本を読まれましたか？今回は司書がハ

マッた本を１冊ずつ選んでみました。気になる本があれば読んでみてくださいね

図書館司書 山田

58歳から日々を大切

に小さく暮らす

ショコラ

後宮の烏

白川 紺子

子どもたちの階級闘争

ブレイディみかこ

やまと尼寺精進日記

ＮＨＫ出版

金曜日の本屋さん

名取 佐和子

月の恋人

道尾 秀介

リーチ先生

原田 マハ

世界のはての少年

ジェラルディン マコックラン

ツバキ文具店

小川 糸

LivR TOGOでも福袋を貸出します！

KIDS向け×5、大人向け×５ の限定10セット！

ららぽーとの色々なお店の福袋をCHECKしたら、

LivRの福袋もCHECK!

手軽に読書を始めるチャンスです！

日にちを限定し、LivR TOGOに

図書館から本を出張！貸出を行います。

読み聞かせ等のイベントも計画中！

12月：14日（月）,18日（金）柳城大とコラボ！

1月：15日（金）

予定は変更になる場合もあります



『おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理』

お正月の我が家へ突然やってきた謎
の生き物「ししにゃい」。ぼくと家
族は、一緒におせちを食べたり、お
正月遊びをし始めます。果たしてそ
の正体は･･･？迷路や福笑いなども楽
しめる絵本です。

クリスマスプレゼントを届ける前に
森のはずれで一休みしたサンタさん
は、そのまま眠ってしまいました。
それを見た森の動物たちは、手分け
してプレゼントを届けることに･･･

名前は聞いたことがあるけれど、どん
な神がまつられているのか、どんな宝
物を所蔵しているのか･･･おうち時間を
利用して、教科書に出てくる有名な神
社に思いを馳せてみませんか？

編著：これだけは知っておきたい教科書に
出てくる日本の神社編集委員会

出版社：汐文社

『十二支のお節料理』 『開運えほん』

『せかいのくにでおめでとう！』

作：川端 誠
出版社：BL出版

作：かんべ あやこ
出版社：あかね書房

作・絵：野村 たかあき
出版社：講談社

１月１日は、新しい年を迎える素
晴らしい日。日本では初詣に出か
けますが、世界の国々ではどんな
風にすごしているのでしょう。世
界14か国のお正月行事がたのし
くわかる絵本！

　『これだけは知っておきたい教科書に出てくる

日本の神社』

著：上島 亜紀
出版社：成美堂出版

時間も手間もかけずに、本格的な
定番おせちが作れる簡単レシピ
と、和風ローストビーフ、サーモ
ンのかぶら蒸しなどのおもてなし
料理や盛付を紹介。

「もう大変なんです」
お餅つきでは頭をたたかれ、
のし棒で伸ばされ、ちぎられて･･･
確かにお餅は大変かも。
お正月に“かがみもち”は決心して逃げ出
しました。

作：いわむら かずお
出版社：童心社

世界中で愛されている超ロングセラー
「14ひき」シリーズ。薪をわるお父さ
ん、かまどに火を入れたおじいさん。
おばあさんとお母さんはお米の準備。
子どもたちもお手伝いして、さぁいよ
いよお餅つき！

作：澤野 秋文
出版社：世界文化社

作：立川 志の輔
絵：中川 学

出版社：岩崎書店

明日のかくし芸大会、何もできないぼ
くは、部屋に飾ってあった七福神を見
て「助けて 神さま～」
すると ピンポーン！扉を開けたら七福
神が入ってきた！

作：かがくい ひろし
出版社：講談社

『ししにゃいとおしょうがつ』 『おもちのきもち』

『１４ひきのもちつき』 『しちふくじん』

砂漠に住む小さなヤシの木のココは、
歳をとったコウノトリから遠い国の話
を聞くのが大好き。中でもクリスマス
というものがすばらしいと聞いて、見
に行くことにしました。

神様は12の動物たちを集めて、おせち
料理の準備を命じました。ひつじは下
ごしらえ、さるは料理番、それぞれ順
番に係を決めました。これが「十二
支」。さて、動物たちの準備の様子は
…？

はなちゃんは新年を前に、門松やお飾
りを飾りました。すると除夜の鐘とと
もに、お正月の神様「年神様」が･･･日
本のお正月には様々な「開運の願い」
がこめられているのを、どれくらい
知っていますか？

はりねずみハリーは、冬眠の前に
色々な動物たちから雪景色のすば
らしさを聞かされます。雪を見て
みたいと願いますが、自然と目が
ふさがってしまい･･･

作：ジャン ブレット
訳：こうのす ゆきこ

出版社：福音館書店

『ふゆごもりのまえに』 『あんたがサンタ？』

『クリスマスの森』 『クリスマスをみにいったヤシの木』

絵：佐々木 マキ
出版社：絵本館

乗り物酔いする、ソリから落っこち
る、トナカイたちの仲がわるい、ク
リスマスとハロウィンを間違え
る･･･思わず「あんたがサンタ？」
と言いたくなる困ったサンタさんが
いっぱいの絵本

『クリスマスのきせき』 『サンタさん』

作・絵：高畠 那生
出版社：岩崎書店

クリスマスの日、ペンギンたちから七
面鳥へ雪げしきのプレゼント。ところ
が、雪を運ぶ途中で雪の入った箱が崖
から落ちて、さぁ大変！無事にプレゼ
ントできるでしょうか？

作：長尾 玲子
出版社：福音館書店

春の終わり、サンタさんは羊の毛を刈
りました。「これで、はなちゃんのマ
フラーを作ろう」。冬までの長い時間
をかけてマフラーを編み上げたサンタ
さんは、クリスマスの夜、はなちゃん
の家を目指します

文：ルイーズ ファティオ
絵：ロジャー デュボアザン
出版社：福音館書店

文：マチュー シルヴァンデール
絵：オードレイ プシエ
出版社：徳間書店

『クリスマスを探偵と』 『クリスマスってなあに？』

文・絵：ジョーン G.ロビンソン
訳：こみや ゆう

出版社：岩波書店

クリスマスって何の日か知っていま
すか？イエス･キリストが生まれた
時の話から、部屋のかざりつけや讃
美歌、サンタクロースのことまで、
イラストで楽しくおしえます。

『バーナデットのモミの木』

絵・文：菊田 まりこ
出版社：白泉社

舞台はドイツ。探偵カールがクリス
マスの夜に出会った不思議な男と
は･･･？作者が大学生の時に書いた
小説を自らリメイク。聖夜の奇跡の
物語

文：伊坂 幸太郎
絵：マヌエーレ フィオール

出版社：河出書房新社

『しめかざり』
早く大きくなってどこかへ行きたいと
願っていたモミの木。ある年の冬、モ
ミの木は切り倒されクリスマスツリー
になりました。最初は喜んだモミの木
でしたが･･･

原作：H C アンデルセン
絵：バーナデット
出版社：西村書店

『ゆきの日　on Christmas day』

ある冬の朝、目覚めたら外は大雪。
とにかく会社にいかなくちゃ･･･。
雪の日なんて最悪だ！こどもたちは
「ゆきの日ってサイコー」とはしゃ
いでいる。クリスマスに「ぼく」に
起こった小さな奇跡。大人になるっ
て悲しいこと？さみしいこと？

文・絵：森 須磨子
出版社：福音館書店

お正月、家々の玄関に飾られた"しめか
ざり"。地域や作り手、飾る場所によっ
ても形は様々です。基本的にワラだけ
で作られるしめかざりの造形の美しさ
を見ながら、そこに込められた人々の
想いをたどります。

ブッくん

図書館にはたくさんの

『クリスマス』があります。

美しい絵、ワクワクドキドキ、

魅力がいっぱいです！

ぜひ手にとってみてください。 お正月に関する本もあり

ますよ。おせちや飾りの

由来・意味を、改めて調

べてみるのもいいですね。

ブッくん


