
小鳥小鳥小鳥小鳥（（（（第第第第１２１２１２１２号号号号））））発刊発刊発刊発刊！！！！

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 １０１０１０１０日日日日（（（（火火火火）））） 講演会準備講演会準備講演会準備講演会準備

②②②② １７１７１７１７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

○○○○チクチクさんチクチクさんチクチクさんチクチクさん

１７１７１７１７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」」」」

○○○○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

２０２０２０２０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

２０２０２０２０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

『『『『小鳥小鳥小鳥小鳥』』』』（（（（小鳥第小鳥第小鳥第小鳥第１２１２１２１２号号号号））））をををを読読読読んでんでんでんで

○○○○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））））

２１２１２１２１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

○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場

２２２２２２２２（（（（日日日日）））） 午午午午後後後後２２２２時時時時～～～～３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分

「「「「えほんのおはなしえほんのおはなしえほんのおはなしえほんのおはなし」」」」
※※※※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。。。。

○○○○アートアートアートアート

２７２７２７２７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」」」」

１１１１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！

『『『『転換期転換期転換期転換期をををを生生生生きるきみたちへきるきみたちへきるきみたちへきるきみたちへ』』』』

～～～～中高生中高生中高生中高生にににに伝伝伝伝えておきたいえておきたいえておきたいえておきたい

大切大切大切大切なことなことなことなこと～～～～

内田内田内田内田 樹樹樹樹////編編編編

晶文社晶文社晶文社晶文社

世の中の枠組みが変化

し、既存の考え方が通用し

ない歴史の転換期に、中

高生に「これだけは伝えた

い」という知見を集めたアン

ソロジー。言葉の力、憲法、

愛国心・・・。若者たちにこ

れからの時代を生きるため

の知恵と技術を教える。

『『『『山山山山びこくんびこくんびこくんびこくん』』』』
たかはし ゆうじ/作

文芸社

山を登る人たちの「やっ

ほー」にこたえるのが、山

びこくんのお仕事です。ど

んな時も「自分勝手にしゃ

べってはいけない」という

ルールを守っていた山びこ

くんですが、ある日、雨が

降り続いて・・・。

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 31313131

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ
『『『『海難海難海難海難 １８９０１８９０１８９０１８９０』』』』

『『『『ジュラシック・ワールドジュラシック・ワールドジュラシック・ワールドジュラシック・ワールド』』』』

『『『『バケモノのバケモノのバケモノのバケモノの子子子子』』』』

『『『『ｗａｔａｒｉ＆Ｏｋｉｒａｍｗａｔａｒｉ＆Ｏｋｉｒａｍｗａｔａｒｉ＆Ｏｋｉｒａｍｗａｔａｒｉ＆Ｏｋｉｒａｍのののの

簡単簡単簡単簡単・・・・上達上達上達上達ヒップホップダンスヒップホップダンスヒップホップダンスヒップホップダンス』』』』

ＣＤＣＤＣＤＣＤ
『『『『ディラン・ザ・ベストディラン・ザ・ベストディラン・ザ・ベストディラン・ザ・ベスト』』』』 ボブ・ディランボブ・ディランボブ・ディランボブ・ディラン////演奏演奏演奏演奏

『『『『ＣＯＳＭＩＣＣＯＳＭＩＣＣＯＳＭＩＣＣＯＳＭＩＣ ＥＸＰＬＯＲＥＲＥＸＰＬＯＲＥＲＥＸＰＬＯＲＥＲＥＸＰＬＯＲＥＲ』』』』 ＰｅｒｆｕｍｅＰｅｒｆｕｍｅＰｅｒｆｕｍｅＰｅｒｆｕｍｅ////歌歌歌歌

このほかにも続々入荷予定！

お見逃しなく！

新着

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

　『慶応三年の水練侍』 大村　忠啓/著

　『あの人が同窓会に来ない理由』 はらだ　みずき/著

　『ペンギンのバタフライ』 中山　智幸/著

　『あひる』 今村　夏子/著

　『サイレント・ブレス』 南　杏子/著

　『北海道新幹線殺人事件』 西村　京太郎/著

　『この世界の片隅に』 こうの　史代/著

　『虎の尾を踏む』　（新・古着屋総兵衛　１３） 佐伯　泰英/著

　『煤払い』　（秋山久蔵御用控　２８） 藤井　邦夫/著

　『湖上の舞』 鈴木　英治/著

　『蔵前姑獲鳥殺人事件』　（耳袋秘帖殺人事件　21） 風野　真知雄/著

　『人生を変える勇気』 岸見　一郎/著

　『最強の働き方』 ムーギー・キム/著

　『人をつくる言葉』 大村　智/著

　『井伊家の教え』 井伊　裕子/著

　『世界一清潔な空港の掃除人』 新津　春子/著

　『池上彰の君たちと考えるこれからのこと』 池上　彰/著

　『転換期を生きるきみたちへ』 内田　樹/編

教育 　『自閉症の僕が跳びはねる理由　１・２』　【文庫】 東田　直樹/著

医学 　『〈ひざの痛み〉変形性膝関節症を治すコツがわかる本』 竹川　広三/著

睡眠 　『朝5時起きが習慣になる「5時間快眠法」』 坪田　聡/著

　『羊毛フェルトの動物ブローチ』 のそ子/著

　『花の切り絵２００』 大橋　忍/著

　『幸せを運ぶかわいい切り絵』 竹崎　里砂/著

芸術 　『手描きチョークアートのアイデア＆テクニック』 佐藤　真理/著

スポーツ 　『未到』 岡崎　慎司/著

文学 　『夜を乗り越える』 又吉　直樹/著

　『投票に行きたくなる国会の話』 政野　淳子/著

　『きみのためにはだれも泣かない』 梨屋　アリエ/著

　『ベルナのしっぽ』 郡司　ななえ/作

　『都会（まち）のトム＆ソーヤ』　（１４上） はやみね　かおる/著

　『すききらいなんてだいきらい』 櫻井　敦子/著

　『すなばばば』 鈴木　のりたけ/作絵

　『山びこくん』 たかはし　ゆうじ/作

　『まねまねおおかみ』 みやにし　たつや/作絵

　『おかしなこともあるもんだ』 いしい　ひろし/作絵

社会

手芸

よみもの

絵本

小説

小説
（文庫）

人生訓

手記



ぬいぐるみのおとまり会

今年今年今年今年もももも、、、、ぬいぐるみのおとまりぬいぐるみのおとまりぬいぐるみのおとまりぬいぐるみのおとまり会会会会がががが催催催催されましたされましたされましたされました。。。。昨年昨年昨年昨年とととと同同同同じぬいじぬいじぬいじぬい

ぐるみをぐるみをぐるみをぐるみを連連連連れてきたれてきたれてきたれてきた子子子子、、、、今年今年今年今年はははは違違違違うぬいぐるみをうぬいぐるみをうぬいぐるみをうぬいぐるみを連連連連れてきたれてきたれてきたれてきた子子子子、、、、初初初初

めてめてめてめて参加参加参加参加したしたしたした子子子子などなどなどなど様々様々様々様々でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、翌日翌日翌日翌日にはみんなうれしそうにおにはみんなうれしそうにおにはみんなうれしそうにおにはみんなうれしそうにお

迎迎迎迎えにえにえにえ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。。。。

夜夜夜夜のののの図書館図書館図書館図書館ではではではでは、、、、ぬいぐるみたちがぬいぐるみたちがぬいぐるみたちがぬいぐるみたちが楽楽楽楽しそうにしそうにしそうにしそうに『『『『ミッケミッケミッケミッケ』』』』のののの大型大型大型大型

絵本絵本絵本絵本をををを見見見見ていましたよていましたよていましたよていましたよ！？！？！？！？

能美町在住能美町在住能美町在住能美町在住 ＯＯＯＯさんさんさんさん

『『『『新井貴浩物語新井貴浩物語新井貴浩物語新井貴浩物語』』』』

～～～～がむしゃらにがむしゃらにがむしゃらにがむしゃらに前前前前へへへへ～～～～

中野慶中野慶中野慶中野慶////作作作作

吉田路子吉田路子吉田路子吉田路子////絵絵絵絵

広島東洋広島東洋広島東洋広島東洋カープ・カープ・カープ・カープ・新井貴浩選手新井貴浩選手新井貴浩選手新井貴浩選手のののの奮戦記奮戦記奮戦記奮戦記。。。。小学校小学校小学校小学校

時代時代時代時代からからからから２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日、、、、２５２５２５２５年年年年ぶりのリーグぶりのリーグぶりのリーグぶりのリーグ優勝優勝優勝優勝までまでまでまで

をををを、、、、恩師恩師恩師恩師とのとのとのとの交流交流交流交流とともにとともにとともにとともに描描描描いたいたいたいた感動感動感動感動のものがたりのものがたりのものがたりのものがたり。。。。

挿絵挿絵挿絵挿絵はははは““““やまねこやまねこやまねこやまねこ母母母母さんさんさんさん””””ことことことこと吉田路子吉田路子吉田路子吉田路子さんのさんのさんのさんの切切切切りりりり絵絵絵絵。。。。

ぜひごぜひごぜひごぜひご一読一読一読一読をををを！！！！

1月の

ミニ図書館
今月の運転手はははは

ｸﾞﾚｰﾄくんｸﾞﾚｰﾄくんｸﾞﾚｰﾄくんｸﾞﾚｰﾄくん

１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（水水水水））））
※※※※４４４４日日日日はおはおはおはお休休休休みみみみ。。。。

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（９７）

「若い人に贈る読書のすすめ」
成人・卒業ー新たな一歩を踏み出した成人・卒業ー新たな一歩を踏み出した成人・卒業ー新たな一歩を踏み出した成人・卒業ー新たな一歩を踏み出した

フレッシュなあなたにフレッシュなあなたにフレッシュなあなたにフレッシュなあなたに
『『『『陸王陸王陸王陸王』』』』 池井戸池井戸池井戸池井戸 潤潤潤潤////著著著著 （（（（集英社集英社集英社集英社））））

『『『『何様何様何様何様』』』』 朝井朝井朝井朝井 リョウリョウリョウリョウ （（（（新潮社新潮社新潮社新潮社））））

『『『『さよならクリームソーダさよならクリームソーダさよならクリームソーダさよならクリームソーダ』』』』 額賀額賀額賀額賀 澪澪澪澪////著著著著 （（（（文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋））））

『『『『たまちゃんのおつかいたまちゃんのおつかいたまちゃんのおつかいたまちゃんのおつかい便便便便』』』』 森沢森沢森沢森沢 明夫明夫明夫明夫////著著著著 （（（（実業之日本社実業之日本社実業之日本社実業之日本社））））

『『『『ペンギンのバタフライペンギンのバタフライペンギンのバタフライペンギンのバタフライ』』』』 中山中山中山中山 智幸智幸智幸智幸 （ＰＨＰ（ＰＨＰ（ＰＨＰ（ＰＨＰ研究所研究所研究所研究所））））

『『『『池上彰池上彰池上彰池上彰のののの君君君君たちとたちとたちとたちと考考考考えるこれからのことえるこれからのことえるこれからのことえるこれからのこと』』』』 池上池上池上池上 彰彰彰彰////著著著著

（（（（日本経済新聞出版社日本経済新聞出版社日本経済新聞出版社日本経済新聞出版社））））

『『『『１８１８１８１８歳歳歳歳からのからのからのからの民主主義民主主義民主主義民主主義』』』』 岩波新書編集部岩波新書編集部岩波新書編集部岩波新書編集部////編編編編 （（（（岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店））））

『『『『転換期転換期転換期転換期をををを生生生生きるきみたちへきるきみたちへきるきみたちへきるきみたちへ』』』』 内田内田内田内田 樹樹樹樹////編編編編 （（（（晶文社晶文社晶文社晶文社））））

『『『『最強最強最強最強のののの働働働働きききき方方方方』』』』 ムーギー・キムムーギー・キムムーギー・キムムーギー・キム////著著著著 （（（（東洋経済新報社東洋経済新報社東洋経済新報社東洋経済新報社））））

『『『『『『『『投票投票投票投票にににに行行行行きたくなるきたくなるきたくなるきたくなる国会国会国会国会のののの話話話話』』』』 政野政野政野政野 淳子淳子淳子淳子////著著著著 （（（（筑摩書房筑摩書房筑摩書房筑摩書房））））

『『『『人生人生人生人生をををを変変変変えるえるえるえる勇気勇気勇気勇気』』』』 岸見岸見岸見岸見 一郎一郎一郎一郎////著著著著 （（（（中央公論新社中央公論新社中央公論新社中央公論新社））））

『『『『夜夜夜夜をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えるえるえるえる』』』』 又吉又吉又吉又吉 直樹直樹直樹直樹////著著著著 （（（（小学館小学館小学館小学館））））

『『『『戦略読書戦略読書戦略読書戦略読書』』』』 三谷三谷三谷三谷 宏治宏治宏治宏治////著著著著 （（（（ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド社社社社））））

『『『『学校学校学校学校ではではではでは教教教教えてくれないゆかいなえてくれないゆかいなえてくれないゆかいなえてくれないゆかいな日本語日本語日本語日本語』』』』

『『『『さかなクンのさかなクンのさかなクンのさかなクンの一魚一会一魚一会一魚一会一魚一会』』』』 さかなクンさかなクンさかなクンさかなクン////著著著著 （（（（講談社講談社講談社講談社））））

『『『『人人人人をつくるをつくるをつくるをつくる言葉言葉言葉言葉』』』』 大村大村大村大村 智智智智////著著著著 （（（（毎日新聞出版毎日新聞出版毎日新聞出版毎日新聞出版））））

『『『『１６１６１６１６歳歳歳歳のののの語語語語りりりり部部部部』』』』 雁部那由多雁部那由多雁部那由多雁部那由多////語語語語りりりり （（（（ポプラポプラポプラポプラ社社社社））））

『『『『世界一清潔世界一清潔世界一清潔世界一清潔なななな空港空港空港空港のののの清掃人清掃人清掃人清掃人』』』』 新津新津新津新津 春子春子春子春子////著著著著 （（（（朝日新聞出版朝日新聞出版朝日新聞出版朝日新聞出版））））

『『『『未到未到未到未到』』』』 岡崎岡崎岡崎岡崎 慎司慎司慎司慎司////著著著著 （（（（ベストセラーズベストセラーズベストセラーズベストセラーズ））））

ほかほかほかほか

１２１２１２１２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、「Ｗｉｎｔｅｒ、「Ｗｉｎｔｅｒ、「Ｗｉｎｔｅｒ、「Ｗｉｎｔｅｒコンサートコンサートコンサートコンサート」」」」とととと題題題題しししし、、、、

ＮＬＳＮＬＳＮＬＳＮＬＳのののの皆皆皆皆さんのライアーさんのライアーさんのライアーさんのライアー演奏演奏演奏演奏

目良直子目良直子目良直子目良直子さんによるフルートさんによるフルートさんによるフルートさんによるフルート演奏演奏演奏演奏

「「「「魔法魔法魔法魔法のつえのつえのつえのつえ」」」」のののの皆皆皆皆さんによるさんによるさんによるさんによる人形劇人形劇人形劇人形劇

をおをおをおをお送送送送りしましたりしましたりしましたりしました。。。。

ライアーのジーンとライアーのジーンとライアーのジーンとライアーのジーンと心心心心にしみいるにしみいるにしみいるにしみいる音色音色音色音色、、、、目良目良目良目良さんのすばらしいフさんのすばらしいフさんのすばらしいフさんのすばらしいフ

ルートのルートのルートのルートの音色音色音色音色、、、、そしてそしてそしてそして、、、、サンタクロースもサンタクロースもサンタクロースもサンタクロースも登場登場登場登場したユニークでしたユニークでしたユニークでしたユニークで楽楽楽楽しいしいしいしい人人人人

形劇形劇形劇形劇にににに、、、、１２１２１２１２月月月月のののの寒寒寒寒さもさもさもさも忘忘忘忘れてれてれてれて、、、、ひとひとひとひと足早足早足早足早いクリスマスをいクリスマスをいクリスマスをいクリスマスを満喫満喫満喫満喫しましたしましたしましたしました。。。。

ＮＥＷ雑誌紹介！

『『『『Ｓｗｅｅｔ（スウィート）Ｓｗｅｅｔ（スウィート）Ｓｗｅｅｔ（スウィート）Ｓｗｅｅｔ（スウィート）』』』』
宝島社

“２０代の女の子向けファッショ

ン雑誌”（月刊）

１月号の記事は・・・

・ローラが魅せる 中原淳一

の世界

・美容賢者５０人がセレクト

発表！スウィート的ベストコ

スメ

ほか

『『『『ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ）ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ）ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ）ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ）』』』』
白泉社

“親子時間を楽しむ子育て情

報誌”（隔月刊）

１２月号の記事は・・・

・「持たない暮らし」がハハコ

をＨＡＰＰＹに！捨て活！

・ママが選んだ大好き！な

キャラクター絵本。

ほか

大型絵本大会が開催されました！

このこのこのこの度度度度、、、、中町小学校中町小学校中町小学校中町小学校・・・・図書図書図書図書ボランティアボランティアボランティアボランティア「「「「おはなしやおはなしやおはなしやおはなしや」」」」がががが大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本５５５５

冊購入冊購入冊購入冊購入したのをしたのをしたのをしたのを機機機機にににに、、、、そのおそのおそのおそのお披露目披露目披露目披露目をををを兼兼兼兼ねねねね能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館でででで““““大型絵大型絵大型絵大型絵

本大会本大会本大会本大会””””をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。

同同同同じじじじ絵本絵本絵本絵本でもでもでもでも、、、、大型大型大型大型のののの迫力迫力迫力迫力はははは圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、大人数大人数大人数大人数でもでもでもでも遠遠遠遠くかくかくかくか

らでもらでもらでもらでも見見見見ええええ、、、、まさにまさにまさにまさに保育園保育園保育園保育園やややや小学校小学校小学校小学校でのよみきかせにぴったりですでのよみきかせにぴったりですでのよみきかせにぴったりですでのよみきかせにぴったりです！！！！

能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館をををを含含含含めめめめ、、、、市内図書館市内図書館市内図書館市内図書館（（（（室室室室））））にはにはにはには合合合合わせてわせてわせてわせて約約約約１００１００１００１００冊近冊近冊近冊近くくくく

大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本がありますがありますがありますがあります。。。。ごごごご利用利用利用利用のののの際際際際にはにはにはには、、、、ぜひごぜひごぜひごぜひご相談下相談下相談下相談下さいさいさいさい。（。（。（。（なおなおなおなお、、、、個個個個

人人人人でのでのでのでの貸貸貸貸しししし出出出出しはしはしはしは出来出来出来出来ませんませんませんません））））

年賀状ぞくぞく！

今年今年今年今年もももも、、、、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

多多多多くのくのくのくの年賀状年賀状年賀状年賀状をををを送送送送ってくださりってくださりってくださりってくださり、、、、

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

手描手描手描手描きのことばやきのことばやきのことばやきのことばや絵絵絵絵、、、、家族家族家族家族

のののの写真写真写真写真などなどなどなど、、、、思思思思わずわずわずわず心心心心がほっがほっがほっがほっ

こりするようなはがきがたくさんあこりするようなはがきがたくさんあこりするようなはがきがたくさんあこりするようなはがきがたくさんあ

りましたりましたりましたりました。。。。

届届届届いたいたいたいた年賀状年賀状年賀状年賀状はははは館内館内館内館内にににに

展示展示展示展示しししし、、、、１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））にににに当当当当

選番号選番号選番号選番号をををを発表発表発表発表しますしますしますします。。。。当選当選当選当選ささささ

れたれたれたれた方方方方にはにはにはには粗品粗品粗品粗品をさしあげまをさしあげまをさしあげまをさしあげま

すすすす。。。。

今月今月今月今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

「えほんのおはなし」

絵本専門士絵本専門士絵本専門士絵本専門士：：：：大平秀雄大平秀雄大平秀雄大平秀雄さんをさんをさんをさんを

おおおお招招招招きしてきしてきしてきして､､､､よみきかせのよみきかせのよみきかせのよみきかせの大切大切大切大切さやさやさやさや

絵本絵本絵本絵本のののの魅力魅力魅力魅力をたっぷりとをたっぷりとをたっぷりとをたっぷりと語語語語っていたっていたっていたっていた

だきますだきますだきますだきます。。。。

平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年 １月２２日（日）１月２２日（日）１月２２日（日）１月２２日（日）

午後２時～３時３０分午後２時～３時３０分午後２時～３時３０分午後２時～３時３０分

人数人数人数人数にににに限限限限りがありますのでりがありますのでりがありますのでりがありますので、、、、ごごごご予約予約予約予約

はおはおはおはお早早早早めにめにめにめに！！！！


