
for A
dult

毎月 23 日は「読書の日」 ～家族で読書を楽しみましょう～

ふみくらだより

１月 のカレンダー
※　 はお休み

ところ と　き タイトル

本館 1/12（土）14:00～ ブリジット・ジョー
ンズの日記

一色 1/26（土）10:00～ 推手

吉良 1/19（土）14:30～ 冬構え

幡豆 1/5 （土）14:00～ 大沢たかお神秘の北
極圏　第２夜

今月の映写会

にしおしりつとしょかん

New!

　＊＊＊年末年始の休館のお知らせ＊＊＊
　12 月 29 日（土）から 1月 3日（木）まで
　下記の期間、貸出期間を 3週間に延長します。

　期間　12 月 15 日（土）～ 12 月 28 日（金）

　冬は何かと体調をくずしやい季節。体に優しい温かい飲み物や、おいしくて元気に

なる食べ物の本を紹介します。

今月のテーマ

「寒い冬に体の中から温まる本！」
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『世界のホットドリンクレシピ』

　ロシアのキセーリ、ベ

ラルーシのゴゴリッ・モ

ゴリッ、モロッコのノス

ノスなど、世界各地のホ

ットドリンクとそのアレ

ンジ８５品のレシピを紹

介。よりおいしくなる作

り方やホットドリンクに

あう世界のお菓子も掲載。

誠文堂新光社 編
誠文堂新光社

『ちょっと調子がよくないときのいたわりスープ』

今泉 久美 著
河出書房新社　

　あわただしい毎日が続

くと体の疲れやだるさ、

食欲不振など体調の悪さ

を感じることがあります。

そんなときに役立つのが

スープ。ちょっと具合が

悪い項目１３を取り上げ、

それぞれに合った食材を

使った簡単なスープの作

り方を紹介します。

498.5

596
タイトル 著者名 請求記号 所蔵館

最新トレンドから導く手帳テ
クニック100  舘神 龍彦著 002/タ 西尾

仕事とちょうどいい距離感に
なるためのマイルール  

マーリー・グレ
イス著

159/ク 西尾

人生はどこでもドア 稲垣 えみ子著 293.5/イ
西尾
幡豆

絶滅危惧職種図鑑　　　　　
これからなくなる厳選65職種 七里 信一著 366/シ

西尾
幡豆

全国公開天文台ガイド 恒星社厚生閣編
集部/編

442/ニ
西尾
吉良

食にまつわる55の不都合な真
実 金丸 弘美著 498.5/カ 西尾

最新宇宙ビジネスの動向とカ
ラクリがよくわかる本 齊田 興哉著 538/サ

西尾
吉良

ゆにばーすはらの#詐欺メイク ゆにばーす は
ら著

595/ユ 西尾

料理の科学大図鑑 スチュアート・
ファリモンド著

596/フ
西尾
一色

「生ハム」「サラミ」大全 旭屋出版編集部
編

648/ア 西尾

肘神様が生まれた街 瀧上 伸一郎著 779/タ 西尾

すぐに使えて一生役立つ大人
の語彙力 リベラル社編集 810/リ 西尾

だめなら逃げてみる 小池 一夫著 914.6/コ 西尾

正しい愛と理想の息子 寺地 はるな著 Ｆ/テラ
西尾
幡豆

いつか深い穴に落ちるまで 山野 辺太郎著 Ｆ/ヤマ
西尾
幡豆

大人版

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
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20 21 22 23 22 25 26

27 28 29 30 31

□は本館のみお休み

新しい本がはいりました



一色学びの一色学びの館
℡ 72-3880℡ 72-3880

イベントのご案内

1月1月 イベント等ご案内

吉 良 図 書吉 良 図 書 館
℡ 32-3400℡ 32-3400

幡 豆 図 書幡 豆 図 書 館
℡ 62-6588℡ 62-6588

・心も体もあたたまる本

・税について考えよう！

・芥川賞・直木賞

今月の展示

・絵本屋さん大賞

・冷え性対策の本

今月の展示

・ゴールはまだか？！走る！小説

・すがすがしい冬の旅

・猪突猛進？！『〇〇極めてます！！』

と　き　１月２０日（日）午後２時～３時

対　象　どなたでも

定　員　２５０人（先着順にて整理券配布中）

内　容　みんなも読んだあの本この本をフルート

　　　　の音色とともに読み聞かせをします。

と　き　1月２７日（日）午後 2時～ 3時 45 分

講　師　川村智子　氏

　　　　（名城大学薬学部准教授）

対　象　中学生以上

定　員　２４人（先着順）

内　容　火傷やしもやけ等に効くという漢方の

　　　　軟膏「紫雲膏」を作ります。

申込み　1月 12 日（土）から幡豆図書館カウンタ

　　　　ーにて受付。13 日（日）より電話申込可。

※詳しくはチラシをご覧ください。

漢方講座 「紫雲膏を作ってみよう」

「読み聞かせ多世代交流コンサート」

「としょかん福袋」

と　き　１月４日 (金 ) ～無くなり次第終了

定　員　限定４０袋

　　　　(一般向け・子ども向け各２０袋

　　　　先着順・お一人様１点限り )

内　容　図書館員おすすめの本の福袋。

　　　　各袋３冊入、貸出期間は２週間。

　　　　中身は借りてからのお楽しみ！！

　　　　プレゼント付き福袋も有。

※詳しくはチラシをご覧ください。

西尾市立図書館本館　今月の展示

今月の展示

・お正月おみくじでおすすめした本の展示

西尾市立図書館
℡ 56-6200

　　「お正月だよ！いのしし　いいとし　うんだめし！」

と　き　１月４日 (金 ) ～ 1４日 (月 )　

内　容　来館された方におみくじをひいていた

　　　　だきます。当たりの方にプレゼント有。

※詳しくは各チラシをご覧ください。

期　間　２月５日（火）～２月７日（木）　

内　容　所蔵本の一部を新しい本と入替ます。　

＊ご注意ください＊

期間中は、図書コーナーは利用できません。

図書の予約受取りや返却はできます。

問合先　西尾市立図書館本館

　　　　(℡５６-６２００)

「寺津配本所に所蔵している本の

入替作業を行います！」


