
開館 ９時３０分～１９時

休館 木曜／祝日／月末整理日ほか

住所 江田島市能美町中町３３７４－１２

電話 ４５－００７５ FAX ４５-００７７

ＨＰ http://www.library.etajima.hiroshima.jp/

○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場

３３３３日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時

「「「「ＷｉｎｔｅｒＷｉｎｔｅｒＷｉｎｔｅｒＷｉｎｔｅｒコンサートコンサートコンサートコンサート」」」」

※※※※くわしくはくわしくはくわしくはくわしくは中中中中ページをごページをごページをごページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

○○○○おはなしレストランおはなしレストランおはなしレストランおはなしレストラン

①①①① ６６６６日日日日（（（（火火火火））））

②②②② ２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火））））

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分

○○○○アートアートアートアート

９９９９日日日日（（（（金金金金）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時

「「「「あそびアートであそびアートであそびアートであそびアートで人人人人のののの１２１２１２１２感覚感覚感覚感覚をををを知知知知るるるる」」」」

○○○○カンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶ

１１１１６６６６日日日日（（（（金金金金）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分

ママとママとママとママと赤赤赤赤ちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなし会会会会

○○○○読書会読書会読書会読書会

※12※12※12※12月月月月はおはおはおはお休休休休みですみですみですみです。。。。

○○○○チクチクさんチクチクさんチクチクさんチクチクさん

２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時

「「「「羊毛羊毛羊毛羊毛フェルトでかわいいフェルトでかわいいフェルトでかわいいフェルトでかわいい動物動物動物動物をををを作作作作ろうろうろうろう」」」」

○○○○ＮＬＳＮＬＳＮＬＳＮＬＳ （（（（のうみライブラリーシンフォニーのうみライブラリーシンフォニーのうみライブラリーシンフォニーのうみライブラリーシンフォニー））））

17171717日日日日（（（（土土土土）））） 午後午後午後午後４４４４時時時時～～～～6666時時時時

１２１２１２１２月月月月のののの行事予定行事予定行事予定行事予定

○能美図書館○

読んでみて！

『『『『おおおお世話世話世話世話されされされされ上手上手上手上手』』』』
釈 徹宗/著

ミシマ社

老いも認知症も、こわくな

い！迷惑かけ合いながら

生きましょー。グループホー

ム「むつみ庵」を営み、お

寺の住職かつ宗教研究

者である著者が、「これか

らの救い」の物語を語る。

細川貂々のマンガも収録。

『『『『されどオオカミされどオオカミされどオオカミされどオオカミ』』』』
きむら ゆういち/作・絵

あるまじろ書房

飼ってる羊やにわとりをオ

オカミに襲われ、バートル

はオオカミのボス、タオに

戦いを挑むが・・・。きむら

ゆういちが描く、あらたなオ

オカミの世界。モンゴル絵

本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの本。

日 月 火 水 木 金 土

1111 2222 3333
4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010
11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717
18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424
25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030 31313131

ジャンルジャンルジャンルジャンル 書名書名書名書名 著作者著作者著作者著作者などなどなどなど

　『レールを渡る殺意の風』 西村　京太郎/著

　『虚実（うそまこと）妖怪百物語　急』 京極　夏彦/著

　『夜行』 森見　登美彦/著

　『慈雨』 柚木　裕子/著

　『Ｏｎｅ　Ｓｔｏｒｙ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ』 田家　みゆき/著

　『名もなき風たち』 はらだ　みずき/著

　『お断り』　（鎌倉河岸捕物控　29） 佐伯　泰英/著

　『押込み始末』　（日溜り勘兵衛極意帖　10） 藤井　邦夫/著

　『落雲雀』　（帳尻屋仕置　4） 坂岡　真/著

　『東京駅で消えた』 夏樹　静子/著

　『消えたトワイライトエクスプレス』 西村　京太郎/著

心理学 　『アリさんとキリギリス』 細谷　功/著

　『大分・別府　湯布院’17』 昭文社/出版

　『島根県道路地図』 昭文社/出版

　『鳥取県道路地図』 昭文社/出版

　『文藝春秋オピニオン2017年の論点100』 文藝春秋/出版

　『日本の論点　2017～18』 大前　研一/著

　『ザ・議論!』 井上　達夫/著

　『お世話され上手』 釈　徹宗/著

　『そよ風のシニアごはん』 誠文堂新光社/出版

料理 　『ほったらかし煮込みレシピ』 新田　亜素美/著

　『はじめてのつるし飾りとちりめん細工』 山口　信子/著

　『簡単でかわいい風工房の身にまとうニット』 風工房/著

芸術 　『絵手紙エール』 中島　袈裟幸/著

芸能 　『談志の遺言』 立川　談志/著

スポーツ 　『広島東洋カープ日本シリーズ＆ＣＳ激闘の軌跡』 洋泉社/出版

詩集 　『いそっぷ詩』 谷川　俊太郎/詩

　『ハリー・ポッターと呪いの子』 Ｊ．Ｋ．ローリング/著

　『指きりは魔法のはじまり』　（シノダ！10） 富安　陽子/著

　『すごいぞ！やさいーズ』 成田　崇信/監修

　『ドキドキおばけの百人一首！？』 むらい　かよ/著

　『ノラネコぐんだん　そらをとぶ』 工藤　ノリコ/著

　『おならおばけ』 かとう　まふみ/作

　『さむがりペンギン』 ひろまつ　ゆきこ/訳

　『ことばあそび教室』 中川　ひろたか/作

　『されどオオカミ』 きむら　ゆういち/作・絵

よみもの

絵本

小説

小説
（文庫）

旅行

社会

福祉

手芸

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ
『『『『図書館戦争図書館戦争図書館戦争図書館戦争』』』』

『『『『かわいいミッフィーかわいいミッフィーかわいいミッフィーかわいいミッフィー』』』』

『『『『ミッフィーとどうぶつえんミッフィーとどうぶつえんミッフィーとどうぶつえんミッフィーとどうぶつえん』』』』

ほかほかほかほか

ＣＤＣＤＣＤＣＤ
『『『『ＥＸＴＲＥＭＥＥＸＴＲＥＭＥＥＸＴＲＥＭＥＥＸＴＲＥＭＥ ＢＥＳＴＢＥＳＴＢＥＳＴＢＥＳＴ』』』』 ＥＸＩＬＥＥＸＩＬＥＥＸＩＬＥＥＸＩＬＥ

『『『『ＪｕｓｔＪｕｓｔＪｕｓｔＪｕｓｔ ＬＯＶＥＬＯＶＥＬＯＶＥＬＯＶＥ』』』』 西野西野西野西野カナカナカナカナ

『『『『新新新新・・・・演歌名曲演歌名曲演歌名曲演歌名曲コレクションコレクションコレクションコレクション３３３３ みれんみれんみれんみれん心心心心』』』』 氷川氷川氷川氷川きよしきよしきよしきよし

ほかほかほかほか

新着

このほかにも続々入荷予定！ぜひチェックしてね！

今年もクリスマスまでのアドベントカレンダーが始まりました！

一日限定１名のお子様にカレンダーをめくってもらいます。サンタ

さんからのお手紙が入っていたら、プレゼントがもらえるよ！

冬も図書館に行こう！！



12月の

ミニ図書館
今月の運転手はははは

きんかんちゃんきんかんちゃんきんかんちゃんきんかんちゃん

１2月 7日（水）
21日（水）

三高会館
１１時～１２時

「「「「待待待待っててねっててねっててねっててね！」！」！」！」

今月の展示

わたしのいちおし（９６）

【【【【あったか編みものあったか編みものあったか編みものあったか編みもの】】】】
『おうちニット』 雄鶏社/出版

『おばあちゃまのニット秋冬』 ブティック社/出版

『カラフル、かわいい！手編みのかんたんくつ下』

河出書房新社/出版

『すぐに編める！暖房いらずのあったかエコ小物』

寺西恵里子/著

『手あみのルームシューズ』 ブティック社

『手編みであったか毛糸のざぶとん』 リトルバード/編

「家族暖らん」
～からだも心も

いっしょにあったまろう！～

年賀状募集
今年今年今年今年もももも、、、、皆皆皆皆さまからのさまからのさまからのさまからの年賀状年賀状年賀状年賀状をををを募集募集募集募集しますしますしますします。。。。

年賀状年賀状年賀状年賀状をををを能美図書館宛能美図書館宛能美図書館宛能美図書館宛にににに送送送送るかるかるかるか、、、、直接直接直接直接おおおお持持持持ちくださいちくださいちくださいちください。。。。

年賀状年賀状年賀状年賀状はははは、、、、1111月月月月６６６６日日日日よりよりよりより展示展示展示展示していきますしていきますしていきますしていきます。。。。

※※※※応募応募応募応募はがきははがきははがきははがきは、、、、能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館カウンターにカウンターにカウンターにカウンターに用意用意用意用意していますしていますしていますしています

がががが、、、、市販市販市販市販のはがきでものはがきでものはがきでものはがきでも構構構構いませんいませんいませんいません。。。。

募集期間募集期間募集期間募集期間：：：：１２１２１２１２月月月月1111日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～１１１１月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））

いただいたいただいたいただいたいただいた年賀状年賀状年賀状年賀状のののの中中中中からからからから、、、、抽選抽選抽選抽選でででで粗品粗品粗品粗品をををを差差差差しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの力作力作力作力作をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています！！！！

抽選抽選抽選抽選のののの結果発表結果発表結果発表結果発表はははは、、、、1111月月月月１５１５１５１５日日日日にににに行行行行いますいますいますいます。。。。

１２１２１２１２月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土））））

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時

能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館 ２２２２階階階階

ライアーライアーライアーライアー演奏演奏演奏演奏 ＮＬＳＮＬＳＮＬＳＮＬＳのみなさんのみなさんのみなさんのみなさん

フルートフルートフルートフルート演奏演奏演奏演奏 目良直子目良直子目良直子目良直子さんさんさんさん

人形劇人形劇人形劇人形劇 魔法魔法魔法魔法のつえのみなさんのつえのみなさんのつえのみなさんのつえのみなさん

ひとあしひとあしひとあしひとあし早早早早くくくく

冬冬冬冬をををを楽楽楽楽しみませんかしみませんかしみませんかしみませんか？？？？

１２月１７日（土）～１８日（日）

１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）））） １０１０１０１０時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時

ぬいぐるみのおあずけぬいぐるみのおあずけぬいぐるみのおあずけぬいぐるみのおあずけ

１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日）））） １３１３１３１３時時時時～～～～１８１８１８１８時時時時

ぬいぐるみのおぬいぐるみのおぬいぐるみのおぬいぐるみのお迎迎迎迎ええええ

※※※※予約予約予約予約がががが必要必要必要必要ですですですです。（。（。（。（定員定員定員定員２０２０２０２０名名名名までまでまでまで））））

お気に入りのぬいぐるみを、

夜の図書館にご招待！

11111111月月月月のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい広場広場広場広場ではではではでは

「「「「旬旬旬旬のののの食材食材食材食材をををを使使使使ったったったった健康料理健康料理健康料理健康料理」」」」
のののの講座講座講座講座がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。

講師講師講師講師のののの西岡西岡西岡西岡さんはさんはさんはさんは““““フードコーディネーターフードコーディネーターフードコーディネーターフードコーディネーター””””のののの資格資格資格資格をををを持持持持っておりっておりっておりっており、、、、食食食食

材材材材のののの栄養栄養栄養栄養やややや組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ方方方方、、、、献立作献立作献立作献立作りのポイントやテーブルコーディネーりのポイントやテーブルコーディネーりのポイントやテーブルコーディネーりのポイントやテーブルコーディネー

トなどトなどトなどトなど、、、、幅広幅広幅広幅広くくくく教教教教えていただきましたえていただきましたえていただきましたえていただきました。。。。

今今今今がががが旬旬旬旬のののの根菜類根菜類根菜類根菜類やややや、、、、カキカキカキカキ、、、、青魚青魚青魚青魚、、、、乾物乾物乾物乾物などのなどのなどのなどの身近身近身近身近なななな食材食材食材食材ばかりでばかりでばかりでばかりで、、、、

すぐにでもすぐにでもすぐにでもすぐにでも作作作作ってみたいメニューがってみたいメニューがってみたいメニューがってみたいメニューが盛盛盛盛りだくさんでしたりだくさんでしたりだくさんでしたりだくさんでした。。。。

春春春春やややや夏夏夏夏のののの食材食材食材食材でもでもでもでも教教教教えていただけるかもえていただけるかもえていただけるかもえていただけるかも！！！！

（（（（メニューメニューメニューメニュー例例例例））））

・・・・根菜入根菜入根菜入根菜入りりりり和風和風和風和風ミートローフミートローフミートローフミートローフ

・じゃがいもとカキのグラタン・じゃがいもとカキのグラタン・じゃがいもとカキのグラタン・じゃがいもとカキのグラタン

・さばの・さばの・さばの・さばの揚揚揚揚げげげげ漬漬漬漬けけけけ

・さつまいもマフィン・さつまいもマフィン・さつまいもマフィン・さつまいもマフィン などなどなどなど

「「「「チクチクさんチクチクさんチクチクさんチクチクさん」」」」とは・・・とは・・・とは・・・とは・・・
毎月一回毎月一回毎月一回毎月一回集集集集まってまってまってまって、、、、図書館図書館図書館図書館のののの展示展示展示展示

用用用用のののの季節季節季節季節かざりやかざりやかざりやかざりや、、、、実用本実用本実用本実用本のののの作品等作品等作品等作品等をををを

作作作作るるるる、、、、手手手手づくりづくりづくりづくり自主活動自主活動自主活動自主活動グループですグループですグループですグループです。。。。

秋秋秋秋からはからはからはからは『『『『羽子板羽子板羽子板羽子板のののの正月飾正月飾正月飾正月飾りりりり』』』』をををを完完完完

成成成成させさせさせさせ、、、、１２１２１２１２月月月月からからからから春春春春にににに向向向向けてはけてはけてはけては『『『『羊毛羊毛羊毛羊毛

フェルトでかわいいフェルトでかわいいフェルトでかわいいフェルトでかわいい動物動物動物動物』』』』をををを作作作作りますりますりますります。。。。

初初初初めてのめてのめてのめての方方方方でもでもでもでも大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫！！！！ぜひぜひぜひぜひ一度一度一度一度

のぞいてみてのぞいてみてのぞいてみてのぞいてみて下下下下さいさいさいさい。。。。

冬休みと年末年始の図書館情報

年内は２７日（火）まで開館し、年末年始は休館となります。年内は２７日（火）まで開館し、年末年始は休館となります。年内は２７日（火）まで開館し、年末年始は休館となります。年内は２７日（火）まで開館し、年末年始は休館となります。

年明けは１月年明けは１月年明けは１月年明けは１月6666日（金）から開館します。日（金）から開館します。日（金）から開館します。日（金）から開館します。

★★★★12121212月月月月28282828日（水）～日（水）～日（水）～日（水）～1111月月月月5555日（木）はお休みです。日（木）はお休みです。日（木）はお休みです。日（木）はお休みです。

江田島図書館江田島図書館江田島図書館江田島図書館・・・・大柿公民館図書室大柿公民館図書室大柿公民館図書室大柿公民館図書室もももも、、、、同様同様同様同様にににに休館休館休館休館となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて下下下下さいさいさいさい。。。。

閉館中閉館中閉館中閉館中のののの本本本本のののの返却返却返却返却はははは、、、、返却返却返却返却ボックスをごボックスをごボックスをごボックスをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。

返返返返しししし忘忘忘忘れているれているれているれている本本本本がないかどうかがないかどうかがないかどうかがないかどうか、、、、いまいまいまいま一度一度一度一度ごごごご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。そしてそしてそしてそして、「、「、「、「気気気気になっていたのにになっていたのにになっていたのにになっていたのに

読読読読みそびれていたみそびれていたみそびれていたみそびれていた本本本本」「」「」「」「見見見見にににに行行行行かれなかったかれなかったかれなかったかれなかった映画映画映画映画ののののＤＶＤ」「ＤＶＤ」「ＤＶＤ」「ＤＶＤ」「おおおお正月正月正月正月にこそにこそにこそにこそ挑戦挑戦挑戦挑戦したいしたいしたいしたい、、、、手手手手

芸芸芸芸やおせちのやおせちのやおせちのやおせちの作作作作りりりり方方方方」」」」などなどなどなどなどなどなどなど、、、、おおおお正月正月正月正月にはにはにはには読書読書読書読書ややややＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞をおをおをおをお楽楽楽楽しみくださいしみくださいしみくださいしみください。。。。

【【【【あったかお料理あったかお料理あったかお料理あったかお料理】】】】
『まいにちの鍋』 青山有紀/著

『温めて健康に！鍋料理＆薬味だれ１５０』

主婦と生活社/編

『野菜たっぷりのスープとシチュー』 田口成子/料理

『絵本の中のおいしいスープ』 東条 真千子/著

『鍋の天下一品』 集英社/出版

『うまい鍋BEST１００』 渡辺あきこ/著

【【【【あったか宿あったか宿あったか宿あったか宿】】】】
『温泉やど関西 （2016-2）』 旺文社/出版

『温泉やど九州 （2016-2）』 旺文社/出版

『お風呂自慢の宿 2017年度版』 舵社/出版

『宿泊者のクチコミで選ぶ納得の湯宿１００選』

アド．フジプラン/出版

『大人の癒し宿 2017西日本編』 マガジントップ/出版

『のんびりほこほこ温泉へ行こう 2016』

マガジントップ/出版

日 月 火 水 木 金 土

1111 2222 3333
4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010
11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717
18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424
25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030 31313131

日 月 火 水 木 金 土

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414
15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121
22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828
29292929 31313131

平成28年12月

平成2９年1月

『『『『はらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむし』』』』

エリック・カールエリック・カールエリック・カールエリック・カール////さくさくさくさく

偕成社偕成社偕成社偕成社

たけもとたけもとたけもとたけもと ここなここなここなここな ちゃんちゃんちゃんちゃん（（（（４４４４才才才才））））

数数数数やややや曜日曜日曜日曜日をおりこんだをおりこんだをおりこんだをおりこんだ、、、、食食食食いしんいしんいしんいしん坊坊坊坊あおむしのあおむしのあおむしのあおむしの穴穴穴穴あきあきあきあき

絵本絵本絵本絵本。。。。エリック・カールのエリック・カールのエリック・カールのエリック・カールの名作名作名作名作ですですですです。。。。

ここなちゃんはここなちゃんはここなちゃんはここなちゃんは、、、、発表会発表会発表会発表会でこのおはなしをでこのおはなしをでこのおはなしをでこのおはなしを演演演演じじじじ、、、、すっかすっかすっかすっか

りハマったそうですりハマったそうですりハマったそうですりハマったそうです。。。。

ほかにもほかにもほかにもほかにも、、、、そらまめくんシリーズもおそらまめくんシリーズもおそらまめくんシリーズもおそらまめくんシリーズもお気気気気にににに入入入入りりりり❤❤❤❤

これからもたくさんのこれからもたくさんのこれからもたくさんのこれからもたくさんの絵本絵本絵本絵本をををを読読読読んでねんでねんでねんでね！！！！


