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『月の立つ林で』

青山 美智子//著

つまずいてばかりの日常の中、耳

にしたのはタケトリ・オキナという男

性のポッドキャストだった。月に関

する語りに心を寄せながら、満ち欠

けを繰り返し、新しくてかけがえの

ない毎日を紡いでいく。新しい一

日を懸命に生きるあなたへ。

(ポプラ社)

★ 注目の本 ★

おはなし会

※貸出中の資料は予約を承ります。

イベント

『沼にはまる人々』

沢木 文//著

沼とは何か？……

ある特定のことにはまったり、収集

がやめられないことを「沼にはま

る」と言います。「沼にはまった

人々」を紹介しながら、さまざまな

データを駆使し、沼の正体を初め

て明かす！ （ポプラ社)

F/アオ/2２

S361.5/サ/2２

『あそべるおりがみ』

おりがみの先生と

あそべるおりがみをつくってみよう！！

【日時】 ３月２５日（土） １１時～１２時

【場所】 生涯学習センター１階 情報工房

【講師】 滝本 二三子氏

【対象】 どなたでも ※申込不要

『毎日おにぎり365日』

日々おにぎり ゆこ//著

かんたん・飽きない・きちんとおい

しい。定番から変わり種まで、春夏

秋冬のおにぎりアイディアが満載！

カタログをめくるように楽しめる、

365日分のおにぎりレシピ。

(自由国民社） 暮らし

５９６．３/ヒ/2２

『スイーツみたいな

メモスタンドづくり』
バレンタインにかわいいカップケーキの

メモスタンドで想いを伝えよう！

【期間】 ２月１１日（土）１０時～１１時３０分

【場所】 生涯学習センター１階 情報工房

【対象】 小学生から（低学年までは保護者同伴）

【定員】 １０名（先着順）

『町内小中学生読書感想画展』

【期間】 1月２８日（土）～２月２３日（木）

【場所】 生涯学習センター１階

展示ギャラリー

『「乙女の本棚」シリーズパネル展』

【期間】 １月２８日（土）～２月２３日（木）

【場所】 ティーンズコーナー

その他のイベント

新型コロナウイルスの感染拡大予

防のため、イベントの中止または

臨時休館になる場合があります。

ご了承ください。

2023年も

よろしく

おねがいします

『ひとりでよめる

たべもののひみつずかん』

とりこ//イラスト

みんなが大好きなたべものが大集

合！人気のお料理には、どんな材料

が使われているのかな？「たべもの

のひみつ」が楽しくわかる1冊。

親子で、大きくなったら自分ひとり

でも楽しめます。 (ナツメ社)

文豪の名作×人気イラストレーターの

新感覚コラボシリーズ「乙女の本棚」

初のパネル展を開催します！

ちしき絵本

E/ヒ/ちしき



出版社 請求記号

読書道楽 筑摩書房 019.0/ス/22

自由国民社 １７０．４/ア/22

永岡書店 ２８９．１/ト/２２

家族が誰かを殺しても イースト・プレス ３６８．６/ア/2２

新！掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会/著 エクスナレッジ 暮/597.9/シ/22

いきもの英単語 実業之日本社 ８３４/シ/22

清水　晴木/著 実業之日本社 F/シミ/22

貴志　祐介/著 KADOKAWA F/キシ/2２

伊集院　静/著 小学館 ９１５．６/イ/2２

緑書房 Y/４８８．１/シ/22

講談社 Y/F/コデ/2２

少年写真新聞社 ４８８/モ/2２

くしゃみおじさん 岩波書店 9３3/カ/2２

かぼちゃスープのおふろ 柴田　ケイコ/作 小学館 E/カ/22

新　着　図　書

書　　  　名 著　　者

テ

ィ
ー
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ズ

児
童

一
 

般

神主はつらいよ

なるほど徳川家康

秋雨物語

旅行鞄のガラクタ

作ろう！フライドチキンの骨格標本

ごはん食べにおいでよ

野鳥のレストラン

阿部　恭子/著

分岐駅まほろし

森下　英美子/文

新開　孝/写真

鈴木　敏夫/著

新井　俊邦/著

小手鞠　るい/作

satsuki/画

志賀　健司/著

オルガ　カブラル/作

河合　敦/監修

清水　建二/文

鈴村　温/絵

自分の精進・努力はもちろん重要ですが、お参りすることで不安を和らげたり

前向きになるきっかけづくりになるのではないでしょうか。ご利益別に仏様を紹

介。エピソードや特徴、豆知識、祀られている寺院などを掲載しています。

図書館カレンダー 開館時間：午前9時～午後6時

は休館日です

※上記以外の新着図書はホームページでご覧いただけます ➤➤➤ 美浜町図書館HP

https://lib-mihama.aichi.jp/

おはなし会

♦乳幼児向き(毎週木曜日)

10:30～

♦幼児・小学生向き

(毎月第1,2,4土曜日)

11:00～

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、中止・変更になる場合が

あります。予めご了承ください。

『日本の仏様ご利益事典』
186.8

ニ-２２

新年に新たな目標や挑戦を！

そんな時、仏様のお力添えをいただきに参拝してみては？

塩入 法道 // 監修

特別整理期間のため

3月1日～10日まで休館となり

ます。ご不便をおかけしますが、

よろしくお願いいたします。神宮館
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