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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/

○○○○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 ７７７７日日日日（（（（火火火火）））） ““““とりとりとりとり””””のののの本本本本

②②②② ２１２１２１２１日日日日（（（（火火火火）））） 語語語語りをりをりをりを学学学学ぶぶぶぶ

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

○○○○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

１７１７１７１７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

１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時

『『『『稲稲稲稲むらむらむらむら燃燃燃燃ゆゆゆゆ』『』『』『』『稲村稲村稲村稲村のののの火火火火』』』』

『『『『生神様生神様生神様生神様』』』』（（（（小泉八雲小泉八雲小泉八雲小泉八雲））））をををを読読読読んでんでんでんで

○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場

18181818日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後2222時時時時～～～～3333時時時時

「「「「毛糸毛糸毛糸毛糸でででで作作作作るくまのカップケーキるくまのカップケーキるくまのカップケーキるくまのカップケーキ」」」」

※※※※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。。。。

○○○○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））））

18181818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

○○○○チクチクさんチクチクさんチクチクさんチクチクさん

２１２１２１２１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」」」」

○○○○アートアートアートアート

２４２４２４２４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」」」」

2222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！

『『『『中国山地過疎中国山地過疎中国山地過疎中国山地過疎５０５０５０５０年年年年』』』』
中国新聞取材班中国新聞取材班中国新聞取材班中国新聞取材班////編編編編

未來社未來社未來社未來社

過疎はいつまで続くのか、

過疎地はいまどういう状況

なのか。中国新聞取材班

が「中国山地のいま」を直

視しつつ、時代の潮流を

読み、明日への展望を提

示する。『中国新聞』連載

の書籍化。

『『『『おにたとおふくおにたとおふくおにたとおふくおにたとおふく』』』』
野村 たかあき/脚本・絵

昔々、節分の日。豆ま

きが始まった家から、鬼の

子おにたが飛び出すと、

福の神の子おふくとばった

り出会った。おにたは、一

人前になるために次の家

を探さなければいけない。

おふくと一緒に暗くなった

山の中へ歩いて行くと・・・。

よみきかせにぴったりの

紙芝居。

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 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

蝶結び 犬飼　六岐/著

サーベル警視庁 今野　敏/著

私をくいとめて 綿矢　りさ/著

二つ（ダブル）の首相暗殺計画 西村　京太郎/著

七月に流れる花 恩田　陸/著

八月は冷たい城 恩田　陸/著

呪詛の文　 上田　秀人/著

声なき蟬　上・下　（空也十番勝負　青春篇） 佐伯　泰英/著

不忠者　（結城半蔵事件始末　１） 藤井　邦夫/著

紅い月　（髪ゆい猫字屋繁盛記　７） 今井　絵美子/著

仇討　（下っ引夏兵衛捕物控　４） 鈴木　英治/著

中国山地過疎５０年 中国新聞取材班/編

ぼくらの哲学 青山　繁晴/著

経済 人間は９タイプ 坪田　信貴/著

福祉 私と介護 島田　洋七ほか/著

医学 とんかつ定食をお昼に食べても大丈夫なのはナゼ？ 蒲池　桂子/著

趣味 誰でも簡単！ジオラマ入門 スタジオタッククリエイティブ/出版

料理 漆器のあるテーブルセッティング 浜　裕子/著

産業 プロが教える現場で役立つ手書きPOP さとだて　ゆめこ/著

コミック すみっコぐらし よこみぞ　まり/絵と文

タレント 人生の終いじたく　まさかの、延長戦！？ 中村　メイコ/著

スポーツ 広島カープがしぶとく愛される理由 片瀬　京子/著

山猫珈琲　上巻 湊　かなえ/著

はじめからその話をすればよかった 宮下　奈都/著

まいにちを味わう 吉沢　久子/著

発酵菌ですぐできるおいしい自由研究 小倉　ヒラク/文・絵

けん玉道の師・藤原一生物語 おち　まさ子/著

やまとあな カイル・ミューバーン/文

ソフィアのとってもすてきなぼうし ミシェル・エドワーズ/文

いいにおいのおならをうるおとこ ジル・ビズエルヌ/文

ぺんぎんたいそう 齋藤　槇/さく

せかいいちのねこ ヒグチ　ユウコ/絵と文

しげちゃんとじりつさん 室井　滋/作

子どもとたのしむはじめてのえいごえほん　にほんのおはなし３ 深山　さくら/日本語再話

子どもとたのしむはじめてのえいごえほん　せかいのおはなし３ ささき　あり/日本語再話

紙芝居 おにたとおふく 野村　たかあき/脚本・絵

よみもの

絵本

小説

小説
（文庫）

エッセイ

社会
子どもは感性が豊かです。

ぜひ、大人が子どもに、絵本を

よんであげて！

絵本の絵は本当にすばらしい！



１１１１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、「、「、「、「広島広島広島広島・・・・地域地域地域地域からからからから『『『『体験体験体験体験のののの風風風風をおこそうをおこそうをおこそうをおこそう』』』』運動推運動推運動推運動推

進実行委員会進実行委員会進実行委員会進実行委員会」」」」のののの共催共催共催共催でででで、、、、絵本専門士絵本専門士絵本専門士絵本専門士・・・・大平秀雄先生大平秀雄先生大平秀雄先生大平秀雄先生をおをおをおをお招招招招きしきしきしきし、、、、講演講演講演講演

会会会会をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

大平先生大平先生大平先生大平先生はははは、、、、現在広島県唯一現在広島県唯一現在広島県唯一現在広島県唯一のののの絵本専門士絵本専門士絵本専門士絵本専門士としてごとしてごとしてごとしてご活躍活躍活躍活躍されておりされておりされておりされており、、、、

絵本絵本絵本絵本のことのことのことのこと、、、、よみきかせのことをよみきかせのことをよみきかせのことをよみきかせのことを、、、、情熱情熱情熱情熱いっぱいにいっぱいにいっぱいにいっぱいに時時時時にはユーモアをにはユーモアをにはユーモアをにはユーモアを交交交交えながらえながらえながらえながら、、、、

たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり語語語語ってくださいましたってくださいましたってくださいましたってくださいました。。。。

印象的印象的印象的印象的だったのはだったのはだったのはだったのは

「「「「絵本絵本絵本絵本とはとはとはとは、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが読読読読むむむむ本本本本ではなくてではなくてではなくてではなくて““““大人大人大人大人がががが子子子子どもにどもにどもにどもに読読読読んできかせるんできかせるんできかせるんできかせる本本本本””””だだだだ」」」」

ということでしたということでしたということでしたということでした。。。。本来本来本来本来、、、、絵本絵本絵本絵本はははは““““絵絵絵絵””””がおはなしをがおはなしをがおはなしをがおはなしを語語語語るものでありるものでありるものでありるものであり、、、、““““言葉言葉言葉言葉””””がそれがそれがそれがそれ

をををを補足補足補足補足しししし、、、、““““ストーリーストーリーストーリーストーリー””””になるものであることになるものであることになるものであることになるものであること、、、、子子子子どもはどもはどもはどもは、、、、““““読読読読んでんでんでんで考考考考えるえるえるえる””””よりもよりもよりもよりも、、、、まままま

ずはずはずはずは““““絵絵絵絵をををを見見見見てててて感感感感じるじるじるじる””””ことのことのことのことの方方方方がががが大切大切大切大切なのだということをなのだということをなのだということをなのだということを、、、、大平先生大平先生大平先生大平先生はははは何度何度何度何度もくもくもくもく

りりりり返返返返しししし話話話話されましたされましたされましたされました。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、２０２０２０２０年以上年以上年以上年以上もももも読読読読みみみみ継継継継がれるようながれるようながれるようながれるような良良良良いいいい絵本絵本絵本絵本はははは、、、、

絵絵絵絵にににに力力力力がありますがありますがありますがあります。。。。

今回今回今回今回のののの講演講演講演講演をきっかけにをきっかけにをきっかけにをきっかけに、、、、よみきかせのよみきかせのよみきかせのよみきかせの輪輪輪輪をををを広広広広げげげげ、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの感性感性感性感性をををを刺刺刺刺

激激激激するするするする絵本絵本絵本絵本をををを手渡手渡手渡手渡していくことはしていくことはしていくことはしていくことは、、、、図書館図書館図書館図書館のののの使命使命使命使命であるということをであるということをであるということをであるということを改改改改めてめてめてめて感感感感じじじじ

ましたましたましたました。。。。

能美町在住能美町在住能美町在住能美町在住 ＳＳＳＳさんさんさんさん

『『『『憲法憲法憲法憲法とととと君君君君たちたちたちたち』』』』

佐藤佐藤佐藤佐藤 功功功功////作作作作

時事通信出版局時事通信出版局時事通信出版局時事通信出版局

人間人間人間人間のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで、、、、憲法憲法憲法憲法はははは何何何何のためにのためにのためにのために、、、、どのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにして

作作作作られてきたのかられてきたのかられてきたのかられてきたのか。。。。そしてそしてそしてそして、、、、なぜなぜなぜなぜ大切大切大切大切にしなければならないのにしなければならないのにしなければならないのにしなければならないの

かかかか。。。。

憲法制定憲法制定憲法制定憲法制定にににに関関関関わったわったわったわった若若若若きききき憲法学者憲法学者憲法学者憲法学者がががが、、、、憲法憲法憲法憲法のののの本質本質本質本質をををを

やさしくやさしくやさしくやさしく語語語語りかけるようにりかけるようにりかけるようにりかけるように解説解説解説解説したしたしたした名著名著名著名著のののの復刻版復刻版復刻版復刻版。。。。

「「「「本当本当本当本当にににに語語語語りかけるようにりかけるようにりかけるようにりかけるように書書書書かれていてかれていてかれていてかれていて、、、、とてもわかりやすいとてもわかりやすいとてもわかりやすいとてもわかりやすい」」」」

ととととＳＳＳＳさんもさんもさんもさんも太鼓判太鼓判太鼓判太鼓判。。。。中学生中学生中学生中学生やややや高校生高校生高校生高校生にもおすすめですにもおすすめですにもおすすめですにもおすすめです。。。。ぜぜぜぜ

ひひひひ読読読読んでみてんでみてんでみてんでみて！！！！

２月の

ミニ図書館
今月の運転手はははは

みかぼんみかぼんみかぼんみかぼん！！！！

２２２２月月月月１１１１日日日日（（（（水水水水））））
15151515日日日日（（（（水水水水））））

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（９８）

「本屋大賞ノミネート作品」
ー成人全国書店員が選んだいちばん！売りたい本ーー成人全国書店員が選んだいちばん！売りたい本ーー成人全国書店員が選んだいちばん！売りたい本ーー成人全国書店員が選んだいちばん！売りたい本ー

『『『『コンビニコンビニコンビニコンビニ人間人間人間人間』』』』 村田村田村田村田 沙耶香沙耶香沙耶香沙耶香////著著著著 （（（（文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋））））

『『『『桜風堂桜風堂桜風堂桜風堂ものがたりものがたりものがたりものがたり』』』』 村山村山村山村山 早紀早紀早紀早紀////著著著著 （ＰＨＰ（ＰＨＰ（ＰＨＰ（ＰＨＰ研究所研究所研究所研究所））））

『『『『コーヒーがコーヒーがコーヒーがコーヒーが冷冷冷冷めないうちにめないうちにめないうちにめないうちに』』』』

川口川口川口川口 俊和俊和俊和俊和////著著著著 （（（（サンマークサンマークサンマークサンマーク出版出版出版出版））））

『『『『みかづきみかづきみかづきみかづき』』』』 森森森森 絵都絵都絵都絵都////著著著著 （（（（集英社集英社集英社集英社））））

『『『『夜行夜行夜行夜行』』』』 森見森見森見森見 登美彦登美彦登美彦登美彦////著著著著 （（（（小学館小学館小学館小学館））））

『『『『ｉｉｉｉ』』』』 西西西西 加奈子加奈子加奈子加奈子////著著著著 （（（（ポプラポプラポプラポプラ社社社社））））

『『『『暗幕暗幕暗幕暗幕のゲルニカのゲルニカのゲルニカのゲルニカ』』』』 原田原田原田原田 マハマハマハマハ////著著著著 （（（（新潮社新潮社新潮社新潮社））））

『『『『ツバキツバキツバキツバキ文具店文具店文具店文具店』』』』 小川小川小川小川 糸糸糸糸////著著著著 （（（（幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎））））

『『『『蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂とととと遠雷遠雷遠雷遠雷』』』』 恩田恩田恩田恩田 陸陸陸陸////著著著著 （（（（幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎））））

『『『『罪罪罪罪のののの声声声声』』』』 塩田塩田塩田塩田 武士武士武士武士////著著著著 （（（（講談社講談社講談社講談社））））

すべてすべてすべてすべて、、、、江田島市内江田島市内江田島市内江田島市内のののの図書館図書館図書館図書館でででで借借借借りることができますりることができますりることができますりることができます。。。。

貸出中貸出中貸出中貸出中のののの場合場合場合場合はははは、、、、予約予約予約予約をかけてくださいをかけてくださいをかけてくださいをかけてください。。。。

★★★★展示展示展示展示コーナーではコーナーではコーナーではコーナーでは、、、、月月月月をををを問問問問わずにわずにわずにわずに

いろいろないろいろないろいろないろいろな企画企画企画企画をしていますをしていますをしていますをしています。。。。

次次次次のののの展示展示展示展示がががが何何何何かかかか、、、、楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに待待待待っててねっててねっててねっててね！！！！

絵本専門士

大平秀雄先生 来館

のうみ図書館の所蔵雑誌『ＭＯＥ』より

全国の絵本屋さん３０００人に聞いた

第9回ＭＯＥ絵本屋さん大賞決定！

第第第第１１１１位位位位 『『『『もうぬげないもうぬげないもうぬげないもうぬげない』』』』

ヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ シンスケシンスケシンスケシンスケ////作作作作 （（（（江江江江））））

第第第第2222位位位位 『『『『このあとどうしちゃおうこのあとどうしちゃおうこのあとどうしちゃおうこのあとどうしちゃおう』』』』

ヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ シンスケ･シンスケ･シンスケ･シンスケ･作作作作 （（（（能能能能））））

第第第第3333位位位位 『『『『ノラネコぐんだんノラネコぐんだんノラネコぐんだんノラネコぐんだん おすしやさんおすしやさんおすしやさんおすしやさん』』』』

工藤工藤工藤工藤 ノリコノリコノリコノリコ////著著著著 （（（（能能能能））））

第第第第4444位位位位 『『『『とんでもないとんでもないとんでもないとんでもない』』』』

鈴木鈴木鈴木鈴木 のりたけのりたけのりたけのりたけ////作作作作・・・・絵絵絵絵 （（（（江江江江））））

第第第第5555位位位位 『『『『ぺんぎんたいそうぺんぎんたいそうぺんぎんたいそうぺんぎんたいそう』』』』

齋藤齋藤齋藤齋藤 槇槇槇槇////さくさくさくさく （（（（能能能能））））

第第第第6666位位位位 『『『『ネコヅメのよるネコヅメのよるネコヅメのよるネコヅメのよる』』』』

町田町田町田町田 尚子尚子尚子尚子////作作作作 （（（（能能能能））））

第第第第７７７７位位位位 『『『『せかいいちのねこせかいいちのねこせかいいちのねこせかいいちのねこ』』』』

ヒグチヒグチヒグチヒグチ ユウコユウコユウコユウコ////絵絵絵絵とととと文文文文 （（（（能能能能））））

第第第第８８８８位位位位 『『『『オニのサラリーマンオニのサラリーマンオニのサラリーマンオニのサラリーマン』』』』

富安富安富安富安 陽子陽子陽子陽子////文文文文 （（（（江江江江））））

第第第第９９９９位位位位 『『『『やさいのがっこうやさいのがっこうやさいのがっこうやさいのがっこう』』』』

なかやなかやなかやなかや みわみわみわみわ////さくさくさくさく （（（（能能能能））））

第第第第１０１０１０１０位位位位 『『『『うめじいのたんじょうびうめじいのたんじょうびうめじいのたんじょうびうめじいのたんじょうび』』』』

かがくいかがくいかがくいかがくい ひろしひろしひろしひろし////作作作作 （（（（江江江江））））

すべてすべてすべてすべて、、、、江田島市内江田島市内江田島市内江田島市内のののの図書館図書館図書館図書館でででで借借借借りることりることりることりること

がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。貸出中貸出中貸出中貸出中のののの場合場合場合場合はははは、、、、予約予約予約予約をかけをかけをかけをかけ

てくださいてくださいてくださいてください。。。。

芥川賞芥川賞芥川賞芥川賞

『『『『しんせかいしんせかいしんせかいしんせかい』』』』 山下山下山下山下 澄人澄人澄人澄人////著著著著 （（（（新潮社新潮社新潮社新潮社））））

直木賞直木賞直木賞直木賞

『『『『蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂とととと遠雷遠雷遠雷遠雷』』』』 恩田恩田恩田恩田 陸陸陸陸 （（（（幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎））））

２２２２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

「「「「毛糸毛糸毛糸毛糸でででで作作作作るくまのカップケーキるくまのカップケーキるくまのカップケーキるくまのカップケーキ」」」」
２２２２月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土）））） 午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～３３３３時時時時

大人大人大人大人でもでもでもでも子子子子どもでもどもでもどもでもどもでも楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる、、、、毛糸毛糸毛糸毛糸をををを使使使使ったったったった簡単簡単簡単簡単なななな工作工作工作工作

ですですですです。。。。

材料費材料費材料費材料費としてとしてとしてとして３００３００３００３００円円円円をををを当日集当日集当日集当日集めますめますめますめます。。。。

事前事前事前事前にごにごにごにご予約下予約下予約下予約下さいさいさいさい。。。。

市内の小学生が図書館見学市内の小学生が図書館見学市内の小学生が図書館見学市内の小学生が図書館見学

1111月月月月にはにはにはには、、、、三高小学校三高小学校三高小学校三高小学校のののの１１１１・・・・２２２２年生年生年生年生とととと中町小学校中町小学校中町小学校中町小学校のののの２２２２年年年年

生生生生がががが、、、、能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館のののの見学見学見学見学にににに来来来来てくれましたてくれましたてくれましたてくれました。。。。

図書館図書館図書館図書館についてについてについてについて学学学学んだりんだりんだりんだり、、、、質問質問質問質問をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、自分自分自分自分のカードをのカードをのカードをのカードを

使使使使ってってってって実際実際実際実際にににに本本本本をををを借借借借りたりしましたりたりしましたりたりしましたりたりしました。。。。

ごごごご家族家族家族家族でよくでよくでよくでよく来来来来てくれるてくれるてくれるてくれる子子子子どもたちはちょっぴりどもたちはちょっぴりどもたちはちょっぴりどもたちはちょっぴり得意得意得意得意そうにそうにそうにそうに、、、、

初初初初めてめてめてめて来来来来てくれたてくれたてくれたてくれた子子子子もももも目目目目をキラキラさせながらをキラキラさせながらをキラキラさせながらをキラキラさせながら、、、、借借借借りたいりたいりたいりたい本本本本をををを探探探探

すひとときをすひとときをすひとときをすひとときを楽楽楽楽しんでいましたしんでいましたしんでいましたしんでいました。。。。

よみきかせもよみきかせもよみきかせもよみきかせも実演実演実演実演！！！！

みんなみんなみんなみんな楽楽楽楽しそうにしそうにしそうにしそうに

聞聞聞聞いてくれましたいてくれましたいてくれましたいてくれました。。。。

参加者参加者参加者参加者もももも一緒一緒一緒一緒にににに楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで！！！！

「「「「絵本専門士絵本専門士絵本専門士絵本専門士」」」」にににに興味興味興味興味があればがあればがあればがあれば

青少年交流青少年交流青少年交流青少年交流のののの家家家家におにおにおにお問問問問いいいい合合合合せをせをせをせを

料理本コーナー

ミニ展示

お菓子を作ろう！

２月１４日はバレンタイン♡

ガトーショコラ・トリュフ・

クッキーなど・・・。愛情

のこもったお菓子を作っ

てみませんか。


