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１月号 

●西部地区図書館 
【おはなし会 水曜日 15：00～15：30】～ 6日、13日、20日、27日 
★今月の作家紹介「乃南アサ」 毎月１人の作家を紹介し、著作を集めてコーナーを設けます。
「どうぶつの絵本特集」 「 2021年mow(も)西部スタッフが全力でおすすめします！」 

 

●東部地区図書館 
【おはなし会 第 2・4日曜日 11：00～11：30】～ 10日、24日 
★「大人も楽しめる児童書」 「今年は何しよう？！」 

 

●中部地区図書館 
 【おはなし会 木曜日 11：00～11：30】～ 7日、14日、21日、28日 
【かみしばいの日 第２土曜日 11：00～11：30】～ ９日 
★「ふゆのえほん特集」 「あったか料理特集」 「特集 この本、読んだ？」 

 

今年もよろしく 

おねがいします 

貸出場所：西部地区図書館・東部地区図書館・中部地区図書館 
開催期間：2021年 1月 5日(火)～なくなり次第終了 

催し・特集コーナー 

開けてみるまでどんな本が入っているか分からない、 

福 BOOK の貸出を行います！ ぜひご利用ください。 
 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

2021年1月

 

臨時休館となります 

  は 

共通の休館日です 

東部  2/9(火)～13(土)

中部 2/16(火)～20(土)

西部 3/2(火)～3/6(土)

【重要】２月・３月の臨時休館のおしらせ 

東部地区図書館・中部地区図書館・西部地区図書館の３館は、蔵書点検（登録されている

本が棚にあるか確認する作業）のため、２月と 3月に臨時休館日があります。 

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。 

●福 BOOK！ 
 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 東9 東10 東11 東12 東13

14 15 中16 中17 中18 中19 中20

21 22 23 24 25 26 27

28

2021年2月

地区図書館だけのカレンダーのため、 

中央図書館、阿寒、音別とは休館日が異なる場合があります。 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2020/02/usi-i-daruma-150x150.png&imgrefurl=https://frame-illust.com/?p%3Dtag/%E8%99%B9%26paged%3D2&tbnid=StDd6JYp_Nv8yM&vet=10CAkQxiAoBmoXChMIwI_KqdCu7QIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=Lbp8txOUFW9W9M&w=150&h=150&itg=1&q=%E7%89%9B%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99&hl=ja&ved=0CAkQxiAoBmoXChMIwI_KqdCu7QIVAAAAAB0AAAAAEAc
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『はんぶんこ』 
多田 ヒロシ/作 

こぐま社 2020.10 

 

どうぶつたちが、大すきな食べ

物をはんぶんこ。だけど、いち

ごケーキがじょうずにはんぶ

んこできなかったり、かみのお

さらもはんぶんこになったり、

はんぶんこにならなくて泣い

ちゃったり…。みんなはじょう

ずにはんぶんこできるかな？ 

『シグナル』 

山田 宗樹/著 KADOKAWA 

2020.10 分類：F/ﾔ 

 

史上初めて地球外知的生命体

が確認された。宇宙からの謎の

「声」を感知する人々が集めら

れ、ある実験を試みる。１７年

後、彼らは電波信号の解析に 

成功。宇宙から送られる信号の

正体とは…。 

『かぎ針編みの 

マフラー＆スヌード』 

アップルミンツ 

2020.10 分類：594/A 

 

1つの編み方でチェックや千鳥

格子の柄物から、ジグザグやフ

リンジなどの個性的なデザイ

ンまで、かぎ針編みのマフラー

とスヌードが作れます。かぎ針

編みの基礎も図や写真付きで

掲載されています。 

『おふろ、はいる？』 
飯野 和好/作 

あかね書房 2020.9 

 

銭湯に露天、五右衛門風呂

や季節のお風呂。おじいち

ゃん、おばあちゃん、おと

うさん、おかあさん、みん

ながお風呂に入って「ふ～」

と し て い る 姿 と 、 お 風 呂 

文化の豊かさを、情感たっ

ぷりに描いた絵本。 

『水際のメメント』 

和久井  清水/著 講談社 

2020.9 分類：MF/ﾜ 

 

札幌の街にあるオフィスで 

インテリアデザインを手掛け

る草葉祈一郎。１０年前に婚約

者が失踪し、猫と暮らす彼の元

には、友人の潤がたびたび訪れ

る。事務所に来る依頼人の願い

は、一見、建築と関係のない 

ものばかりだが…。 

『マンガでわかる 後悔しない！

わが家での看取り』 

千場 純/監修 主婦の友社 

2020.11 分類：498/S  

 

家族の最期、自分の最期を、 

納得して自宅で迎えるために

－。自宅で迎える人生の最期

を、実例取材でマンガ化。自宅

での看取りができる病院・スタ

ッフの探し方、自分らしい看取

りの準備、支援とお金などの 

情報も伝える。 

『わるーい！オオカミの子』 
むらかみ  さき/作  絵 

幻冬舎  2020.9 

 

悪いことが得意なお父さんと 

お母さんのようになるために、

森のいきものたちを驚かせる 

オオカミの子。でも、なんだか

お父さんやお母さんみたいに 

楽しく悪さができなくて…。 

自分らしさを見つけるオオカミ

の子の成長物語。 

『もっこすの城  

   熊本築城始末』 

伊東 潤/著 KADOKAWA 

2020.9 分類：F/ｲ 

 

織田信長の家臣・木村忠範は 

自らが造った安土城で討ち死

にを遂げた。嫡男の藤九郎は 

肥後半国の領主となった加藤

清正のもとに仕官を願い出る。

藤九郎は「最強の城を造れ」と

清正に命じられ…。『本の旅人』

他連載を単行本化。 

『新しい乳酸菌の教科書 

腸管免疫を整えて最高の体調を  

得るために！』 

中村 仁/著 辰巳出版 

2020.11 分類：493/N  

 

健康のカギは腸と乳酸菌がに

ぎっている! 腸と健康のメカ

ニズムを解説しながら、腸内細

胞と腸管免疫を健康にする乳

酸菌の特徴や効果をわかりや

すく解説する。 

おすすめ新着本 西部地区図書館 

おすすめ新着本 東部地区図書館 

おすすめ新着本 中部地区図書館 


