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コンピュータ

歴史

生活

将棋

芸人

手記

絵本

ジャングルのサバイバル　4 洪　在徹/文

アントン先生あかちゃんです

わたしたちのたねまき K・O．ガルブレイス/作

ハテナちゃんとふしぎのもり 田名網　敬一/作・画

サバとばあばときたかぜと かんざき　やえこ/さく

としょかんへびぴょん！ぴょん！ぴょん！ アニー・シルヴェストロ/文

西村　敏雄/作

児童
よみもの

笑顔のママと僕と息子の９７３日間 清水　健/著

たかいたかーい オームラ　トモコ/作・絵

すいどう 百木　一朗/さく

X－０１　2 あさの　あつこ/著

革命のファンファーレ 西野　亮廣/著

夫の後始末 曽野　綾子/著

中村　徹/著天才藤井聡太

スポーツ

エッセイ
１００歳の生きじたく 吉沢　久子/著

四季を味わうにっぽんのパスタ スズキ　エミ/著

さよさんの「きれいが続く」収納レッスン 小西　紗代/著

料理

広島東洋カープ２年連続セ界一！ 洋泉社/出版

連覇！広島カープ黄金時代、到来！ コスミック出版

ディズニーツムツムの魔法のタワシ 齊藤　郁子/著

ハンドメイドのかんたん子ども服　2017-2018秋冬 ブティック社/著

かぎ針編みのクリスマス雑貨 アップルミンツ/出版

手芸

シニア夫婦のかんたん！おいしい！一汁一菜健康ごはん 杵島　直美/著

美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田　ミリ/著

僕らの社会主義 國分　功一郎/著

好きな場所で、好きな時間に、愛される仕事を手に入れる本 大東　めぐみ/著社会

ミレニアル起業家の新モノづくり論 仲　曉子/著

平岩　弓枝/著

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　6 望月　麻衣/著

はじめての今さら聞けないＰＤＦ入門 桑名　由美/著

超詳細！神戸さんぽ地図　2017 　　〃

京都社寺めぐり　2017 　　〃

作品名 作者など

蘇える鬼平犯科帳 池波　正太郎ほか/著

十津川警部山手線の恋人 西村　京太郎/著

砂上 桜木　紫乃/著

ホワイトラビット 伊坂　幸太郎/著小説

小説
(文庫)

五味　文彦/著

昭文社/出版

日本の歴史を旅する

超詳細！金沢さんぽ地図　2017

旅行

消えない月 畑野　智美/著

悪道　５　最後の密命 森村　誠一/著

アナログ ビート　たけし/著

うめ婆行状記 宇江佐　真理/著

斬！江戸の用心棒 佐々木　裕一/著

細雨　（秘め事おたつ　1） 藤原　緋紗子/著

人質は八十万石　（江戸家老塩谷隼人　1） 牧　秀彦/著

御宿かわせみシリーズ　（1～7）

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

① ７日（火）

② ２１日（火）

午前１０時～１１時３０分

○カンガルーくらぶ
１７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

○ふれあい広場

１８日（土）午後１時～４時

「ひらけ！お宝図書館」

※くわしくは中ページをご覧ください。

○ＮＬＳ （のうみライブラリーシンフォニー）

１１日（土） １８日（土） ２５日（土）

午後４時～６時

「癒しの音楽のひととき」

○読書会 ※変更しています。

２４日（金） 午後１時３０分～３時

“心に響く言葉”

－各新聞のコラム等の中からー

○アート

２４日（金） 午前１０時～１２時

「人の１２感覚を知る」

第１５７号 平成２９年１1月1日

１１月の行事予定

○能美図書館○

読んでみて！

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

第１１回図書館フェスタ開催！
今年も、多くの皆さまのご参加

ありがとうございました。

『１００歳の生きじたく』

吉沢 久子/著

さくら舎

ひとり暮らしで気をつけ

ていることは。病気や病

院とどうつきあっていくか。

日々大事にしていること

は-。2018年1月に100歳

になる著者が、ひとりでも

孤独にならず、悔いの

残らない生き方をするた

めの秘訣を綴る。

『わたしたちのたねまき』

Ｋ・Ｏ・ガルブレイス/作

Ｗ・Ａ・ハルパリン/絵

梨木 香歩/訳

のら書店

くりかえし、くりかえし、わ

たしたちは広くて大きな庭

に、たねをまいてきました

-。いのちがつながり、地

球というひとつの大きな

庭がつくられるようすをえ

がいた、うつくしい絵本。



『１泊２日でのんびり楽しむ大人の泊りがけ』 『居酒屋・ビストロ・バルのおでん料理』

『大人の癒し宿　2017西日本編』 『クックパッドのおいしい厳選！鍋レシピ』

『お風呂自慢の宿　2017年度版』 『今夜はこの鍋で決まり！』

『温泉やど関西　2016-2』 『ほったらかし煮込みレシピ』

『温泉やど九州　2016-2』 『フォンデュ・レシピ』

『温泉やど中国・四国　2016-2』 『ごちそうグラタンとあつあつチーズレシピ』

『温泉やど東海・北陸・南信州　2016-2』 『のっけパスタ』

『宿泊者のクチコミで選ぶ納得の湯宿100選』 ほか

『おんびりほこほこ温泉へ行こう　2016』 ほか

　■　吉田路子　作品展　　（～11/12）

　■　エッセイを読もう　（11/13～）

１１月の

ミニ図書
今月の運転手は

リンダさん♪

１１月 １日（水）

１５日（水）

三高会館

１１時～１２時

今月の展示

図書『新井貴浩物語』の中で、挿絵とし

て使われた切り絵作品を、展示しています。

切り絵作家であり、宮沢賢治の語り部でも

ある吉田路子さんの、 美しく、そして力強い

切り絵作品を、じっくりとご鑑賞ください！！

体験・感想・意見などを思いつくままに自由な気

持ちで書いたものを随筆（エッセイ）と言います。

日本には、昔から多くの優れた随筆があります。こ

の機会に、随筆に触れてみませんか。

『日本の名随筆』 作品社 全１００巻

「第１巻 花」 宇野千代/編

（内容）

北原白秋『薔薇二曲』 中里恒子『花ごよみ』 中村汀女『押花』 竹西寛子『花宴』 増田れい子

『大和の牡丹』 芝木好子『都忘れ』 堀辰雄『辛夷の花』 小林秀雄『花見』 宇野千代『薄墨桜』

水上勉『等持院の椿』 加藤楸邨『花中往来』 安東次男『夏の花』 鏑木清方『あさがお』 斎藤茂

吉『曼殊沙華』 ほか

※ 展示のテーマ・期間は、変更することがあります。
第１２回 図書館フェスタ開催！

今年の図書館フェスタは、好天に恵まれ、古本リサイクル市には開館前から長い列ができ、大盛況となり

ました。

館内では、「月を愛でる」特別展示コーナーや、スペシャルクイズ。ぶんぶんごま」作りや「どくしょビンゴゲー

ム」には興奮気味の子どもたちの列ができ、予想以上の混雑で、ポップコーンの準備に人手を割けない事

態・・・。長い時間、待たせてしまった方々には、大変ご迷惑をおかけしました。

午後からは、立体切り花でフラワーボックス作り。参加者は、真剣な顔で、夢中になって仕上げていきまし

た。

今年も盛りだくさんの図書館フェスタを無事に終えることができたのも、５名の「子ども司書」たちが手際よく

手伝ってくれたおかげです。とっても助かりました。 また、多くの皆様のご参加、ありがとうございました。

１１月のふれあい広場は・・・

「ひらけ！お宝図書館」♪

１１月１８日（土）

午後１時～４時

能美図書館 １階 閲覧室

対象 小学生の親子（１５名）

この催しでは、参加者の皆さんにそれぞれご自分の「宝

物」を持ち寄ってもらい、そのお宝自慢をしていただきます。

さらに、そのお宝を、図書館内に展示します。

工夫を凝らしてお宝を展示した図書館は、まさに宝の詰

まった“お宝図書館”。 図書館は、“本を借りるだけの場

所”ではないということを、ぜひ親子で体験してみませんか。

※ 予約が必要です。（定員になり次第締め切り）

予告
１２月のふれあい広場

「Ｗｉｎｔｅｒコンサート」

１２月２日（土）

午前１１時～１２時

能美図書館 １階奥

ＮＬＳ（のうみ・ライブラリー・シンフォニー）

の皆さんのライアー演奏で、静かな冬の

おだやかな気分を奏でます。

どなたでも参加できます。お誘いあわせ

てご来館ください。

『新井貴浩物語』

中野慶/作 吉田路子/絵 南々社

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」をとりいれてみませんか。

１１月２６日は「いい風呂の日」だそうです。

だんだん寒さが厳しくなるこの季節、温泉宿で

あったまりたい！

そして、みんなであったかいもの食べたーい！

「寒いね」と話しかければ

「寒いね」と答える人のいるあたたかさ
『サラダ記念日』 俵万智/著より

わたしのいちおし（１０６）

能美町在住 Ｍさん （４０代）

『住み継ぐ』

藤岡 龍介/著 建築資料研究社

暮らしやすくて美しい。時が経つほど味わいが増す。古い

町家や民家を再生した１０軒の実例と、知っておきたい改修

の知識を紹介。

「日本の伝統的な建築は、接合部に金物を使わない木

組みであったそう。永く続いてきた家も、手を加えながらも住み

継いでいくという考えも、とても美しいです。ぜひ読んでみて」


