
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

第１５回           vol.3  

自分が読んでよかったと思う本を、たくさんの人におススメする気持ちで紹介文を書く賞です！ 

前号に引き続き、今回は一般利用者の方が選んだ『私の 2020年のベスト３』も併せてご紹介します。 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

12/27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

※   ・・・図書室の休館日 

※   ・・・17時閉館 

2021 年 1 月 利用カレンダー ℡ 6 9 - 3 0 5 0 

開館／月～金＝10時～18時  土曜日＝10時～17時 

休館／毎週日曜日、祝日、毎月第３金曜日、年末年始、蔵書整理期間等 

年末年始休館＝12/28～1/4 

 

今年度も生坂村の満１歳をすぎたお子さまを対象にブックスタート事業を

行いました。今年度対象のお子さまは１４名。通常「ぴよぴよひろば」のク

リスマス会と一緒に楽しんでいただいていたのですが、新型コロナウイルス

の感染拡大防止の観点から、乳幼児健診で個別にお受け取りいただきまし

た。代表である中山瑛太くんとお母さんの雅子さんには、別日に図書室での

お渡し会にお越しいただきました。瑛太くんは普段から絵本をたくさん読ん

でもらって、本に親しんでいるようです。すくすく大きくなってね♪ 

１ しゃぼん玉 

乃南アサ/著 

２  

荻原浩/著 

３ 神様からひと言 

荻原浩/著 

（ペンネーム くー・うまいさん） 

１位は涙なくしては読めない心

理サスペンス→感動！！ 

（中村団地 女性） 

１ 本屋を守れ 

藤原正彦/著 

２  

垣谷美雨/著 

３ しろばんば 

井上靖/著 

１位→本を読まない人が増え、

国語力が乏しくなりつつある

現在。少しでも語彙力を養って

ほしいと願いを込めて！ 

１ わたしの美しい庭 

（村外・女性） 

凪良ゆう/著 

２  

高田郁/著 

（既刊①～⑨） 

３ ライオンのおやつ 

 
小川糸/著 

『すみっコぐらし 心理テスト』ぺんぎんとかたつむりとカメレオンがすきです。いろいろしれてうれしかった。（１年小松

恋翠さん）『ハムスターがおうちにやってきた！』ハムスターがすごくすごくかわいい！（１年瀧澤奈南さん）『おたす

けこびととおべんとう』おたすけこびとがおべんとうをとどけたのがすごい。しかもちいさいのにはこべるってすご

いなって思いました。（２年髙木さわさん）『わくせいキャベジ動物図鑑』どうぶつがおもしろいです。（３年平林和真さ

ん）『ドラゴンボール㉞』ひょうしがおもしろそうだなって思って読んだらおもしろかったです。（３年木内天晴さん）       

          他  たくさんのご応募ありがとうございました。     

          こちらに載せきれなかったものも含めて、図書室に本と一緒に掲示します。 



一般書 

■この本を盗む者は        （深緑 野分） 

■あちらにいる鬼         （井上 荒野） 

■家族じまい           （桜木 紫乃） 

■ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人（東野 圭吾） 

■棚からつぶ貝        （イモト アヤコ） 

■大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件―なぜ美し

い羽は狙われたのか（カーク・ウォレス・ジョンソン） 

■後悔しない「年賀状終活」のすすめ（澤岡 詩野） 

■ジジイの片づけ        （沢野 ひとし） 

■五十八歳、山の家で猫と暮らす （平野 恵理子） 

■ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と

暮らして人類学者が考えたこと   （奥野 克巳） 

■まるで童話のような、世界のかわいい村と 

美しい街（パイ インターナショナル） 

■「言葉にできる」は武器になる。 （梅田 悟司） 

■雑談の一流、二流、三流      （桐生 稔） 

■脱マウス最速仕事術 年間 120時間の時短を 

実現した 50のテクニック      （森 新） 

■4時間のエクセル仕事は 20秒で終わる ノンプロ 

グラマーの GAFA 部長が教える Excel マクロ入門

（寺澤 伸洋） 

■アウトルック最速仕事術 年間 100時間の 

時短を実現した 32 のテクニック（森 新） 

実用書 

■眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話 

(小林 弘幸) 

■医者が自分で買っているヘルスケアグッズ大全     

（文友舎ムック） 

■プロの凄腕お掃除 コツとワザ ぐうたらさんで

もすぐできる!   （ミッシェル・ホームサービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■味つけ黄金比率で基本の料理 100 

（オレンジページブックス） 

文庫・新書 

■2025 年を制覇する破壊的企業   （山本 康正） 

■西から来た死体-錦川鉄道殺人事件（西村 京太郎） 

■令和時代のお墓入門       （樺山 玄基） 

■桶川ストーカー殺人事件―遺言   （清水 潔） 

えほん 

■こうさぎと 4ほんのマフラー  

（わたり むつこ/著, でくね いく/絵） 

■あかい てぶくろ      （いりやま さとし） 

■あつかったら ぬげばいい （ヨシタケ シンスケ） 

■シロクマくつや       （おおで ゆかこ） 

■Animal Moms 

（Komori Atsushi/著，Yabuuchi Masayuki/絵） 

■Egg Babies 

（Kanzawa Toshiko/著,Yagyu Gen-ichiro/絵） 

■Sandwich! Sandwich!     （Konishi Eiko） 

■The Goldfish Got Away      （Gomi Taro） 

■Good Evening Mr.Moon    （Hayashi Akiko) 

児童書 

■星空としょかんへようこそ   （小手鞠 るい） 

■劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 ノベライズ（矢島 綾） 

■マジック・ツリーハウス ⑦ポンペイ最後の日 

■マジック・ツリーハウス ⑥サバンナ決死の横断 

（メアリー・ポープ オズボーン） 

■怪盗レッド②③           （秋木 真） 

■宇宙のサバイバル 2        （洪在徹） 

 

 

 

 

 

 

 １ 月 の 新 着 本 

一般書 

ICNで この背表紙一覧をご覧いただけます 
えほん 

児童書 
今年は新型コロナウイルスの流

行など、思いもよらないことが

起こった年でした。今までの当

たり前がくつがえってしまった

年でもありましたが、こうして

また新しい年を迎えることが例

年以上に感慨深く感じます。 

新年もどうぞよろしくお願い致

します。（まるやま） 


