「私を動かす、 この一冊」
『すべては今日から』児玉清 // 新潮社

【019ｺﾀﾞ】

『はじめて手でつくる本』ヨンネ // エクスナレッジ

【022ﾖﾝ】

『思考力』外山滋比古 // さくら舎

【141ﾄﾔ】

『嫌われる勇気―自己啓発の源流「アドラーの教え」』
岸見一郎・古賀史健 // ダイヤモンド社 【146ｷｼ】
『運命の仕事に出会うための本』久保田展夫
// クロスメディア・パブリッシング【159ｸﾎﾞ】
『笑うとなぜいいか』斎藤茂太 // 新講社

【159ｻｲ】

図書館で工作しようぇ
図書館で工作しようぇ

『あの名画に会える美術館ガイド』千足信行・林綾野編
// 講談社

【159ｻｸ】

『結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる』藤由達臧
// 青春出版社 【159ﾌｼﾞ】
『センス入門』松浦弥太郎 // 筑摩書房

【159ﾏﾂ】

『面倒だから、しよう』渡辺和子 // 幻冬舎

【198ﾜﾀ】

『絶景九州 今すぐ行きたい 100 名所』熊本広志 // 海鳥社 【291ｸﾏ】
『iPad でヨーロッパひとり旅を 10 倍愉しんだ私の方法』中島美佐穂
// 明日香出版社【293ﾅ】

１月の読み聞かせの会
杵築地域

7 日（土）

山香地域

【720ｾﾝ】

『やっぱり気ままな絵手紙』上岡ひろ子 // 日貿出版社【721ｶﾐ】

21 日（土）

おはなしくらぶ

14 日（土）

ピノキオの会

るさまざまな知識を、絵本
形式で教えてくれる。
それぞれの料理とお菓子
のレシピも紹介。

『それでも僕は夢を見る』水野敬也 / 作・鉄拳 / 画
// 文響社【726ﾃﾂ】
『NHK 美の壺

魯山人の器』 NHK「美の壺」制作班

『ストレッチ・メソッド』谷本道哉・石井直方
// 高橋書店【781ﾀﾆ】
『花あわせノート』井出
『朝』 谷川俊太郎

彩 // 主婦の友社

詩 / 吉村和敏

【793ｲﾃﾞ】

写真 // アリス館【911.5ﾀﾆ】

『これからはあるくのだ』角田光代 // 理論社

【914.6ｶｸ】

レートって言うの？

14:00 〜 16:00（受付 13:30 〜）

そもそもだれが最初に

対象：小学校５年生以上〜大人
（小学生は必ず保護者同伴でご参加ください）

人数：先着 10 名

作ったの？そもそもなん
で茶色なの？がわかる。

持ち物：なし

そもそも牛乳ってな
に？そもそもなんで牛

※カッターやはさみを扱う工作のため、

さあ、 あなたは

乳を飲むの？そもそも

十分ご注意ください。

どんな一歩を

＊1 月 4 日（水）より

踏み出しますか？

なんで牛乳パックって

申込受付中。

四角いの？がわかる。

杵築市立図書館まで電話にてお問い合わせください。

おすすめ★新着本

今月の特集

図書館だより

大人

『大雪物語』

私を動かす、この１冊
松浦弥太郎 著 //

奇跡の出会いを生む・・・。孤立した町に派遣さ

PHP 研究所

れた自衛隊員が予期せぬ人を見かける「わだかま

『暮しの手帖』元編集長の松浦弥太郎氏が

り」など。

見つけた、必ず花が咲く「幸せの種」をお裾

１月の休館日

分けしてくれるような本。毎日をていねいに

（

花を咲かせるようなアイディアがたくさんつ

著者自らの罹災体験を基に描く短編６編を収録。

よりよく生きるためのヒントや、心に美しい

が休館日、山香は月・水・金、大田はすべての土・日も休室）

日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６

７

８

９

『あかちゃん』 tupera tupera 作 // ブロンズ新社

まっています。

だれもがおかあさんになっちゃう。

新しい年を迎えた “今” にふさわしい一冊です。

こども

１０ １１ １２ １３ １４

まんまる絵本！

あかちゃんがだいすきなまんまるのものって
なんだろな？

心がほっこりあたたまる本
杵築本館

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
市川宣子 さく

村田エミコ
//

２９ ３０ ３１

『なつみはなんにでもなれる』

え
リーブル

七つの海をたびする「くじらのくじらん」と海

tel 0978-62-4362

山香図書室

tel 0977-75-1055
山香庁舎入口からすぐ
右手へお進みください。

大田図書室

tel 0978-52-3111
大田庁舎入口からすぐ
右手の奥へお進みください。

NO.44

く時にユーモラスに語られています。版画による挿
絵もあたたかく、たいせつに読み進められます。

住野よる

ヨシタケシンスケ

著 // 双葉社

さく // 好学社

山香図書室 『魔法のひき肉ストック』本田明子 著 // 家の光協会

の仲間たちの何気ない日常のエピソードが、やさし

杵築市立図書館

『よるのばけもの』
『おはなしのろうそく 31』

東京子ども図書館 編 // 東京子ども図書館
『豆腐チーズケーキ』柳瀬久美子 著 // 文化学園文化出版局

『くじらのくじらん』

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

藤田宜永 著 // 講談社

記録的な積雪に見舞われた K 町。想定外の雪が

『しあわせを生む小さな種』

2017.1

※時間はいずれも 10：30 ～です。

そもそもなんでチョコ

日時：1 月 28 日（土）

杵築市立図書館

はーもにー

著

チョコレートと牛乳に関す

栞

//NHK 出版【751ﾛｻ】

『ツキの正体』桜井章一 // 幻冬舎

佐藤卓デザイン事務所

しおり

『斎藤一人 あなたが変わる 315 の言葉』 斎藤一人
//ＫＫロングセラーズ 【159ｻｲ】

『デザインのかいぼうそもそも』 // 平凡社

大田図書室

『日本でいちばん美しい村』MdN 編集部 編
// エムディエヌコーポレーション
『すなばばば』 鈴木のりたけ 作・絵 //PHP 研究所
『本当はすごい森の話』田中惣次 著 // 少年写真新聞社
ほか多数

赤字は児童書です

