
ジャンル

哲学

保育

福祉

料理

ガイド

芸能

カズノ・コハラ/作

のぶみ/さく

医学

絵本

作品名 作者など

草笛物語

マスカレード・ナイト

十津川警部予土（ローカル）線に殺意が走る

葉室　麟/著

東野　圭吾/著

西村　京太郎/著

淳子のてっぺん

ワルツを踊ろう

デンジャラス

秋霧

冤罪犯

この世の春　（上・下）

日本ヤクザ「絶滅の日」

はじまりは愛着から

武者鼠（むささび）の爪　（口入屋用心棒38）

紀尾井坂版元殺人事件　（耳袋秘帖殺人事件23）

京都寺町三条のホームズ8　見習い鑑定士の奮闘

論理的思考力を鍛える33の思考実験

おい、マジか。池上彰の「ニュースを疑え！」

借地・借家の知識とＱ＆Ａ

丹羽宇一郎　戦争の大問題

恨み残さじ　（空也十番勝負　青春篇3）

唯川　恵/著

中山　七里/著

くらべっこくらべっこ

ハロウィンのかぼちゃ

おしりフリフリ

いただきますのおつきさま

こどもってね・・・

森のおくから

白髪のうた

都市と野生の思考

孤独のすすめ

鈴木　英治/著

かわいくつくっちゃおう！かんたんクッキング１２カ月（５）

少女探偵月原美音

反脆弱性　（上・下）

一人でもだいじょうぶ　仕事を辞めずに介護する

なぜあなたの疲れはとれないのか？

低気圧女子の処方せん

居酒屋・ビストロ・バルのおでん料理

立体で楽しむ花の折り紙あそび

桐野　夏生/著

大倉　崇裕/著

翔田　寛/著

宮部　みゆき/著

佐伯　泰英/著

山之内　幸夫/著

佐々木　正美/著

おち　とよこ/著

風野　真知雄/著

望月　麻衣/著

北村　良子/著

池上　彰/著

西田　穣/著

丹羽　宇一郎/著

ナシーム・Ｎ・タレブ/著

小説

小説
(文庫)

斎藤一人がんばらなくても、勝手に幸せがやってくる
７つの魔法

宮本　真由美/著

ますい　さちみ/脚本

中川　ひろたか/文

鈴木　真実/作
ベアトリーチェ・アレマーニャ/作

レベッカ・ボンド/作

トモコ・ガルシア/作

市原　悦子/著

鷲田　清一/著

五木　寛之/著

木村　耕一/著

人生訓

社会

梶本　修身/著

小越　久美/著

旭屋出版編集部/編

林　弘美/著

さくだ　ゆうこ/著

児童
よみもの

紙芝居

趣味

横山　佳/作

カバヤ食品株式会社/監修

まえとく　あきこ/脚本

みやにし　たつや/作・絵

ほねほねザウルス18　たいけつ！きょうふのサーベルタイガー

羊毛フェルトでつくるほっこり動物とおうちカフェ

よるのとしょかん

ぼく、ママとけっこんする！

エッセイ

ぼくのおとうさんとおかあさん

るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式ガイドブック　2017

こころ彩る徒然草

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/

１０月の行事予定

○ 図書館フェスタ

１日（日）午前９：３０～

「第１２回 図書館フェスタ」

※くわしくは中ページをご覧ください。

○ おはなしレストラン

① ３日（火） 「実りの秋」の本

② １７日（火） 語りを学ぶ

午前１０時～１１時３０分

○ カンガルーくらぶ
２０日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分
ママと赤ちゃんのおはなし会

○ 読書会

２０日（金） 午後１時３０分～３時
『NHKプロジェクトX－挑戦者たちー』鑑賞
「えりも岬に春を呼べ」
「決断 命の一滴」

〇 ＮＬＳ （のうみライブラリーシンフォニー）

２１日（土） 午後４時～６時

「癒しの音楽のひととき」

○ アート

２７日（金） 午前１０時～１２時

「あそびアートで人の１２感覚を知る」

第１５６号 平成２９年１０月1日

○能美図書館○

日 月 火 水 木 金 土

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

ハロウィンの夜。悪魔が人

間の魂を取ってやろうと狙っ

ていると、酔っ払って歩いて

いるジャックを見つけました。

ジャックは悪魔をうまく騙して、

魂を取らないと約束させま

すが…。かぼちゃのランタン

の由来を描くかみしばい。

▲９月のふれあい広場で、ことりの絵を描きました！

能美図書館の児童文学誌『小鳥』（第１３

号）に、今年もたくさんの作品が寄せられまし

た。ご応募いただいた作品から厳選に選考し、

平成２９年１２月ごろに発行の予定です。

お楽しみに！

『はじまりは愛着から』
人を信じ、自分を信じる子どもに

佐々木正美/著

福音館書店

愛着とは親から無条件に、

充分に、永遠に愛されると

いう実感を基盤にして、母

親との関係で育まれるもの

-。児童精神科医である著

者が、子育てをする時に心

に留めておきたいことを綴る。

『森のおくから』

レベッカ・ボンド/作

もりうちすみこ/訳

ゴブリン書房

アントニオは、深い森に囲

まれた湖のほとりに住んで

いました。ある夏、山火事

が起きました。逃げる場所

は湖だけです。その時、ア

ントニオの目の前で思いも

よらないことが…。100年

ほど前に、カナダでほんと

うにあったお話。

『ハロウィンのかぼちゃ』

ますい さちみ/脚本

スズキコージ/絵

童心社

読んでみて！



『月をみよう』 藤井　旭/著

『月の満ちかけ絵本』 大枝　史郎/文

『おつきさまこんばんは』 林　明子/さく

■　月を愛でる 『おつきさまのかぞえうた』 新井　洋行/作

　　　　（～10/15） 『おやすみなさい　おつきさま』 マーガレット・ワイズ・ブラウン/さく

『くまくんとつき』 中川　ひろたか/文

『つきのうさぎ』 まつむら　まさこ/著

『ながいよるのおつきさま』 シンシア・ライラント/作

『満月の法則』 佐藤　康行/著

『月光浴』 石川　賢治/著

『月の魔法』 鏡　リュウジ/文 他

■　文字で遊ぼう 『感じて描く漢字アート』 関　紫芳/著

　　　（10/16～） 『きれいな欧文書体とデザイン』 甲谷　一/著

『筆文字・手書き文字ロゴ大全集』 パイインターナショナル/出版

『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

『日々是好日』 池田　節子/著

『カリグレイスコープ　Ｐａｒｔ１』 河南　美和子/著

『人の感字』 林　建造/絵

『絵くんとことばくん』 天野　祐吉/作 他

１０月２７日（金）～１１月９日（木）は 読書週間です。

『読書週間』は、日本の国民的行事として定着し、日本は世界有数

の「本を読む国民の国」になりました。

いま、電子メディアの発達によって、世界の情報伝達の流れは、大きく

変容しようとしています。しかし、その使い手が人間であるかぎり、その本

体の人間性を育て、かたちづくるのに、「本」が重要な役割を果たすこと

はかわりありません。

暮らしのスタイルに、人生設計のなかに、新しい感覚での「本とのつき

あい方」をとりいれていきませんか。

１０月の

ミニ図書館

今月の運転手は

はっさくさん♪

１０月 ４日（水）

１８日（水）

三高会館

１１時～12時

１０月 特別企画

「ハロウィン どくしょビンゴ」

１０月２９日（日）

今年も、ハロウィン前のスペシャル企画

“本を借りた方だけのビンゴ大会”

を、行います。借りた本の冊数と同じ数だけ番号

くじを引いてもらい、タテ・ヨコ・ナナメのどれでも３

つ並べばビンゴ！

ささやかなプレゼントも

用意しています！

ぜひ、お誘いあわせて

ご来館ください。

第１２回 図書館フェスタ

１０月１日（日）

今年も、図書館フェスタが開催されます。恒例の

「リサイクル・ブックマーケット」や「スペシャルクイズ」

のほか、「立体切り花で作るフラワーボックス」や

「ぶんぶんゴマを作ろう！」「どくしょビンゴゲーム」な

ど、盛りだくさん。ポップコーンのサービスもあります！

また、１０月４日（水）の中秋の名月にちなんで、

「月を愛でる」と題した図書の展示も行います。

多くの皆様のご参加をお待ちしています。

詳しいご報告は、次号をお楽しみに！

今月の展示“ことりの絵”が描けたよ♪

９月のふれあい広場では、「ことりのえをかこう」というイベントを行いました。

まずは、講師の三﨑久美子先生の説明を聞きながら、パステルを使って色あそび。画用紙の上に赤・青・黄

を塗って、手でスリスリと混ぜていくと、いろんな色が生まれます。直接、手で塗ることで、色と色がなじんで混

ざり合い、微妙なグラデーションが出来上がりました。

その後、先生の用意した、身近に見ることのできる小鳥の写真を見ながら、絵を描いていきました。スズメ、ヒ

ヨ、シジュウカラ、メジロ、ツグミ、カワセミ・・・など、江田島市ではたくさんの小鳥を見ることができるのです。

子どもたちは、パステルやクレヨンを使って、楽しそうに描いていました。とっても素敵な絵が、何枚も出来上が

りましたよ。

おはなしおばさん（藤田浩子さん）講演会

能美図書館では、主に“おはなしレストラン”のメンバーがよみきかせ活動を行

いますが、呉市を中心に“安芸灘ネットワーク”というものがあり、各地で子どもと

本を結ぶ活動を続けています。その研修会で、「おはなしおばさん」こと藤田浩

子さんの講演会がありました。

藤田さんは、幼児教育に携わってこられ、また、おはなしの語り手としても全国

各地で大活躍されていらっしゃる、とっても素敵な方です。小道具を使ったり、昔

ばなしを語ったりする中に、昔ながらの知恵や生きる力、そして何より、たくさんの

愛情が詰まっていました。あらためて、子どもと本をつなぐ活動の大切さを感じま

した。

『おはなしおばさんの小道具』 藤田浩子/編著

『藤田浩子の赤ちゃんのあやし方・育て方』 藤田浩子/編著 （付録CDつき）

ほか多数所蔵あり。ぜひご一読を！

『小鳥』（第１３号）の

作品募集は、終了しま

した。

今年も、多くの作品の

ご応募、ありがとうござ

いました。

ご応募いただいた作

品の中から厳選に選

考し、平成２９年１２月

ごろ、『小鳥』第１３号

を発行の予定です。

お楽しみに！

わたしのいちおし（１０５）

能美町在住 Ｋさん （６０代）

『この世の春』（上・下）

宮部 みゆき/著 新潮社

底知れぬ深い闇の奥の奥にいる北見藩元藩主

重興を、様々な人間が力を合わせて救おうとする、

壮大な時代小説。重く暗い場面が多いものの、

登場人物の内面の描写や、まわりの人たちの魅

力が宮部さんらしく、とてもおもしろかったそうです。

宮部みゆきのデビュー３０周年記念特別作品。

ぜひ、読んでみて！


