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作品名 作者など

社会

料理

産業

エッセイ

漫画君たちはどう生きるか 吉野　源三郎/原作

今井　絵美子/著

風野　真知雄/著

小杉　健治/著

カズオ・イシグロ/著

どこ？ークリスマスのさがしものー

かわいいおとうさん

おさんぽだいきょうそう

がちょうのたんじょうび

空の王さま

ノラネコぐんだんアイスのくに

こぽこぽ、珈琲

とても良い人生のために

かわいいハリネズミと暮らす本

オリーヴのすごい力

実践事例でわかる獣害対策の新提案

橋中　今日子/監修

ダイアン・アッカーマン/著

寺本　浩平/著

ＮＨＫスペシャル取材班/著

竹田　純/著

佐伯　泰英/著

鳥羽　亮/著

富永　悟/監修

榎本　恵一/著

小川　糸/文

伊坂　幸太郎/文

貴志　祐介/著

浅野　里沙子/著

冲方　丁/著

鈴木　るりか/著

五十嵐　貴久/著

井川　香四郎/著

鈴木　英治/著

給料ＢＡＮＫ/著

新美　南吉/作

三池　悠/作

吉永　麻衣子/著

田中　雅子/監修

農業共済新聞/編

小豆島ヘルシーランド/出版

高橋　剛広/監修

藤田　紘一郎/監修

ブティック社/出版

服部栄養専門学校/監修

大橋　由香/著

野口　真紀/著

小学館/出版

ミ・ト・ン

クリスマスを探偵と

ミステリークロック

白い久遠

戦の国

さよなら、田中さん

波濤の城

ふろしき同心御用帳　1

斬　（明屋敷番秘録　2）

残りの秋（とき）　（髪ゆい猫字屋繁盛記　8）

女が、さむらい　4　最後の鑑定

隠密同心　2

日の名残り

浅き夢みし　（吉原裏同心抄　2）

姫夜叉　（隠目付江戸秘帳　4）

山崎　ナオコーラ/ぶん

山形　明美/作

ニコラ・デイビス/文

おかもと　あつし/脚本

高野　紀子/作

Ｊ．Ｋ．ローリング/著

阿川　佐和子/ほか著

工藤　ノリコ/著

きんいろのうま

数え方のえほん

10歳の質問箱　続　なやみちゃん、絶体絶命！

小説

小説
（文庫）

服部幸應の知っておいしいだし事典

今夜はごちそう煮込み

オーブン料理とっておき

冷蔵庫で作りおきパンいつでも焼きたて

雑穀をおいしく食べるＲＥＣＩＰＥ　ＢＯＯＫ

誤嚥性肺炎で困らない本

ウイルス大感染時代

疲れとりストレッチバレックス

腸内細菌キャラ図鑑

まっすぐ編みの巻きもの

相続と贈与がわかる本　17～18年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識

女子の給料＆職業図鑑

親の入院・介護で困らない！

ユダヤ人を救った動物園

絵本

よみもの

医学

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/

◇ ふれあい広場

２日（土）午前１１時～１２時

「Ｗｉｎｔｅｒコンサート」

※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 ５日（火）

② １９日（火）

午前１０時～１１時３０分

◇ アート

８日（金） 午前１０時～１２時

「あそびアートで人の１２感覚を知る」

◇ カンガルーくらぶ

１５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

※12月はお休みです。

◇ ＮＬＳ （のうみライブラリーシンフォニー）

１６日（土） 午後４時～6時

今月の行事予定

○能美図書館○

１１月にあたらしく入った本

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

１２月２８日（木）～１月４日

（木）まで休館となります。

お気を付けください。

『クリスマスを探偵と』

伊坂 幸太郎/文

マヌエーレ・フィオール/絵

河出書房新社

舞台はドイツ。探偵カール

がクリスマスの夜に出会った、

謎の男とは…? 伊坂作品

のエッセンスすべてが凝縮

された、心温まる聖夜の奇

跡の物語。マヌエーレ・フィ

オールによる幻想的で抒情

的な雰囲気の挿し絵も収録。

『かわいいおとうさん』

山崎 ナオコーラ/ぶん

ささめや ゆき/え

こぐま社

やさしくて、大好きなおとうさ

ん。膝に乗って、いつまでも

いっしょにいたいおとうさん…。

そんな風におとうさんを愛おし

む子どもの、溢れんばかりの

想いと親子のあたたかいふ

れあいが詰まった絵本。

『きんいろのうま』（紙芝居）

おかもと あつし/脚本

童心社

大みそかの夜、なまけ者

のごさくの前に、びんぼう神

が現れた、「お前には長年

世話になったから、いいとこ

ろへ連れていってやろう」と

いうのだ。ついていくと、やま

のように宝物を積んだ金色

の馬がやってきて…。

読んでみて！

今年も、アドベント

カレンダーが始まり

ました。クリスマスま

であと何日か、一緒

に数えましょう！

どこかに、サンタク

ロースからのお手紙

も入っているかも⁈



「めんどくさい」がなくなる部屋づくり

オー・ヘンリー/原作

内山　ミエ/著

すごい！セスキ掃除 石鹸百科/監修

ラクしてスッキリシンプル家事 ｎｉｋａ/著

重曹＆クエン酸使いこなしアイデア集 ブティック社/出版

すっきり暮らすための掃除・片づけのコツ 主婦の友社/編

プロに教わるシンプル掃除術 ミニメイド・サービス/監修

みんなの掃除・片づけ日記 ＳＥ編集部/編

さよさんの「きれいが続く」収納レッスン 小西　紗代/著

賢者のおくりもの

中川　ひろたか/作
◇　もうすぐクリスマス！

◇　今年のうちに大そうじ

わすれんぼうのサンタクロース

もみの木のねがい エステル・ブライヤー/再話

みんなでクリスマス ヒラリー・ロビンソン/文

サンタクロースになるひ 穂村　有希子/作

クリスマスイヴの木 デリア・ハディ/文

からあげ あおき　ひろえ/作

サンタクロースとあったよる クレメント・K・ムーア/詩

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

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

年賀状募集

今年も、皆さまのアイデアあふれる年賀状を募集します。

能美図書館で用意するくじ付きはがき、または市販の年賀

はがきで、能美図書館宛に送るか、直接お持ちください。

募集期間：１２月１日（金）～１月７日（日）

年明けの１月５日（金）より、能美図書館にて展示します。

また、１月１４日（日）に抽選を行い、当選番号の発表を行

います。

たくさんの年賀状、お待ちしています。

平成２９年１２月

平成３０年１月

冬休みと年末年始の図書館情報

年内は、２７日（水）まで開館し、年末年始はお休みとなります。

年明けは、１月５日（金）から開館します。

１２月２８日（木）～１月４日（木） 休館

江田島図書館・大柿公民館図書室も、同様に休館となりますのでお

気を付けください。閉館中の本の返却は、返却ボックスをご利用ください。

年末年始は、絶好の読書時間。“今年読みそびれていた本”“もう一

度見たかった映画のＤＶＤ”“じっくり読み返したい長編シリーズ”や“おせ

ち料理に挑戦”も良いですね。

ぜひ図書館をご利用ください。

１２月と言えばクリスマス。街もイル

ミネーションに彩られ、子どもだけで

なく、大人もわくわくする季節ですね。

クリスマスにちなんだ絵本はたくさ

んあります。大人の方も、ぜひ読ん

でみてください。

普段はなかなか細かいところまで

行き届かないおそうじ。でも、汚れを

しっかり落として、すがすがしく、新し

い年を迎えたいですよね。

掃除のやり方も、掃除に対する

気の持ち方も、ちょっとだけ本の力

を借りてみませんか。

１２月の

ミニ図書館
今月の運転手は

ライムちゃん♪

１２月 ６日（水）

２０日（水）

三高会館

１１時～１２時

ぬいぐるみのおとまり会

１２月１６日（土） １０時～１８時

ぬいぐるみのおあずけ

１７日（日）１３時～１８時

ぬいぐるみのおむかえ

対象は、小学生以下のお子さまで、１人につ

きぬいぐるみ１体とします。

予約が必要ですので、お申し込みはお早めに。

１２月２日（土）

午前１１時～１２時

ライアー演奏 ＮＬＳのみなさん

（のうみライブラリー・シンフォニー）

曲目 ・ウミホタル

・花咲く旅路

・いつも何度でも

・木蘭の涙 ほか

お誘いあわせてご鑑賞ください。

今月の展示
ひらいたよ！お宝図書館♪

ー１１月のふれあい広場では、「ひらけ！お宝図書館」を開催しましたー

参加者がそれぞれ自分のお宝を持ち寄って、まずは順番にお宝自慢。それぞれの

お宝への想いを語り合っていると、自分のお宝だけじゃなく、人のお宝もとっても魅力

的に見えてきましたよ。

次は、１階に降りて図書館探検。お宝を飾る場所を探しながら、図書館はかせに

館内を案内してもらっていると、あら不思議、普段は見落としていた図書館の中に

眠っているいろんなお宝にも気づかされました。

その後、自分のお宝にふさわしい展示場所を決め、タイトルを添えて展示しました。

※ お宝は、12月３日（日）まで館内に展示します。

今回の企画は、ＥＬＣＡＰ（エルカップ）の共催で行われました。江田島（Ｅｔａｊｉｍａ Ｌｏ

ｃａｌ）でアート（Ｃｕｌｔｕｒｅ Ａｒｔ）活動に取り組んできた〈ＥＬＣＡ）と、対話をとおしてみんな

の考えを引き出す哲学対話（Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ）が手を組み、表現の場を作っています。

■図書館見学■
鹿川小学校２年生のみんなが、社

会見学に来てくれました。よく来てくれ

る子も多く、「大きくなったら図書館の

人になりたい」という子がたくさんいて、

感激でした！

これからも、図書館をたくさん利用し

てくださいね。

わたしのいちおし （１０７）

能美町在住 Ｍさん

『都市と野生の思考』

鷲田 清一/著 集英社インターナショナル

哲学者・鷲田清一と、ゴリラ研究の世界的権威・

山極寿一による対談。リーダーシップのあり方、老い、

家族、衣食住の起源と進化、教養の本質など、今

日的テーマを熱く論じる。

若い人たちに読んでもらいたい。山極氏の児童向

け図書『ゴリラは語る』もおすすめ。


