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★年末年始休館と特別貸出期間のお知らせ★
年末年始の休館日

令和３年12月2８日（火）～ 令和４年1月４日（火）

特別貸出期間について

令和３年12月1５日（水）～令和３年12月27日（月）
期間中は、おひとり12冊まで ４週間の貸出ができます。

※火曜日は通常の休館日です。

★おはなし会★

★お楽しみ会★

図書館内おはなしコーナー

町民会館３階 視聴覚室

絵本などの読み聞かせ

絵本の読み聞かせ、工作、映写会など

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。

子ども向けから大人向けまで、色々なテーマで
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♪

新型コロナウイルス感染拡大状況により予定が変更になる場合がございます。
ご来館の際は…マスク着用・手指の消毒・検温・来館者様情報の確認（図書カードの
読取等）・時短利用にご協力ください。

館内の混雑状況や企画展示“読書の入口”等の情報をツイート中♪

新着図書案内
一 般 書
タイトル
剣樹抄

2

著者名

不動智の章

本の内容

冲方 丁

幕府の隠密組織に加わった少年・了助は、仲間と火つけ盗賊を追っていたが…

自分で考え、やり抜く子の育て方

成田 信一

“自ら考えて行動を起こせる子”に育てる方法を、実体験を盛り込んで紹介

独学大全

読書猿

どう学べばいいか迷った時に役立つ、著者が収集・開発した55の技法を紹介

安全運転寿命を延ばすレッスン

松田 秀士

僧侶でレーサーで自動車評論家の著者が伝える運転寿命を延ばす方法

嫌われた監督

鈴木 忠平

異端の将の影響を受けた男たちが綴る、落合博満の実像とドラゴンズ変貌の記録

他者の靴を履く

ブレイディみかこ 負債道徳からジェンダーロールまで、現代社会の様々な思込みを解き放つ一冊

メモの変態が手帳をスマホに変えた理由(わけ)

堀越 吉太郎

そのスマホ、仕事に使わないってもったいない!ラクして超速！使えるメモ術！

カラダにやさしいコンビニごはん100

平澤 芳恵

管理栄養士が健康上の悩みを抱えた人に向け、コンビニごはんの選び方を提案

絵本・児童書
タイトル

著者名

本の内容

ピッキのクリスマス

小西 英子

リナが街で買い物をしている最中に、大切な人形のピッキを落としてしまい・・・

ひよこはにげます

五味 太郎

家から逃げ出したひよこたちは、好奇心いっぱい。広い世界は出会いがいっぱい

さむがりやのスティーナ

ラニ・ヤマモト

冬はぜったい外に出たくない！でも最近、なぜだか外の様子が気になって…

ひとりぼっちのもみの木

クリス・ネイラー・
バレステロス

クリスマスの前の晩、ひとりぼっちのもみの木のところへ誰かがやってきて

ばけねこキッチン

佐川 芳枝

人気レストランだった家に引っ越してきた柊太。目の前に突然白いねこが現れ…

飛べないハトを見つけた日から

クリス・ダレーシー つばさの折れたレースバトを見つけた12歳のダリルは世話をするうちに…

世界一くさい食べもの

小泉 武夫

人類の英知がつまった、くさい食べものの奥深い世界を案内する

司書のおすすめ！
ベースボールマガジン

十二支動物の話

2021年10月号

井本 英一

十二支の話題事典
加藤 迪男

トラさん、あばれる

クムカン山のトラたいじ

ピーター・ブラウン

松谷 みよ子

2022年の干支は「寅」！寅に関する本を集めてみました。
この他にも色々あるのでご自身の興味がある「寅」を探してはいかがですか？
図書館司書

『さんかくサンタ』

『子うさぎましろのお話』

三角の赤い帽子をかぶり、三角の白い
おひげをはやしたサンタさんが、まん
まる袋を背中にしょって、四角いお家
に入っていくと、三角ツリーのかがや
く部屋に、まんまる寝顔のこどもがい
ました。
作：tupera tupera
出版社：絵本館

『急行「北極号」』
サンタを待つ少年のもとに現れた
のは、白い蒸気に包まれた謎めい
た汽車「北極号」
幻想的で美しい絵と村上春樹の訳
が心にしみる作品
絵・文：C.V.オールズバーグ
訳：村上 春樹
出版社：あすなろ書房

『クリスマスのきせき』

サンタクロースからもらったお菓子
を食べてしまった子うさぎのまし
ろ。もっと何か欲しくなったましろ
は、黒うさぎになりすまして、もう
一度会いに…
文：ささき たづ
絵：みよし せきや
出版社：ポプラ社

『あんたがサンタ？』
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
絵：佐々木 マキ
出版社：絵本館

『クリスマスをみにいったヤシの木』

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？

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。

作・絵：高畠 那生
出版社：岩崎書店

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』
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

『大統領のクリスマスツリー』
これがね、大統領のクリスマス・ツ
リー。治貴の言葉は香子の耳の奥に
今でも残っている。ワシントンで出
会い、そこで一緒に暮らし始めた２
人。２人の夢は次々と現実になって
いくが…

著：鷺沢 萠
出版社：講談社

『クリスマスってなあに？』

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。

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。
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

『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？

ブッくん

絵・文：菊田 まりこ
出版社：白泉社

『あけましておめでとう』

『おしょうがつさんどんどこどん』

おしょうがつ。おせち、おぞうに、
おとしだま、はつもうで、はねつ
き、かるたとり…。一年のはじま
り、いつもとちがう、あたらしい気
持ちであけましておめでとう。

家中を大掃除して、鏡もちを
飾って、年越しそばを食べて…
あらたまった気分で、楽しい
お正月を迎えましょう!

文：中川 ひろたか
絵：村上 康成
出版社：童心社

作：長野 ヒデコ
出版社：世界文化社

『いろはのかるた奉行』
「いぬも あるけば ぼうに あたる」が
「いぬも あつけりゃ ぼうっと す
る」? 江戸時代のいろはかるたを研究
して、新しいいろはかるたを作ってい
るいろはのかるた奉行が考え出したか
るたを紹介

『しちふくじん』
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：立川 志の輔
絵：中川 学
出版社：岩崎書店

作・絵：長谷川 義史
出版社：講談社

『ししにゃいとおしょうがつ』

『十二支のどうぶつ小噺』

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。

鍋をかぶせてねずみをつかまえた若い
２人の男。つかまえたねずみの大きさ
を「大きい」「小さい」と言い合って
いるところ、ねずみが出した答えと
は･･･十二支の動物をネタにした楽しい
小噺絵本

作：澤野 秋文
出版社：世界文化社

作：川端 誠
出版社：BL出版

『せかいのくにでおめでとう！』
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！

『ばぁばのおせち

健康と幸せを招く』

もっとも晴れがましい節句料理の
代表、おせち料理。「ばぁば」の
愛称で親しまれる著者が、70有
余年も研鑽を重ねたおせち料理の
レシピを紹介

作・絵：野村 たかあき
出版社：講談社

著：鈴木 登紀子
出版社：文化学園文化出版局

『開運えほん』
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？
作：かんべ あやこ
出版社：あかね書房

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。

『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』
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？
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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

