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ゆずイロハ　1997-2017 ゆず/演奏

シング

動物戦隊ジュウオウジャーＶＳニンニンジャー

ひつじのショーン　－いたずらラマがやってきたー

しっぺいたろう 田島　征三/絵

のび～るのび～る おかだ　しんご/ぶん

ひょうたんめん 神沢　利子/文

おおきなドーナツ 平塚　ウタ子/作

オレ、カエルやめるや デヴ・ベティ/ぶん

日の名残り

吹部ノート　3　 オザワ部長/著

藝人春秋　２上　ハカセより愛をこめて 水道橋博士/著

藝人春秋　２下　死ぬのは奴らだ 　　　〃

ダンナの骨壺 高峰　秀子/著

１３歳から知っておきたいＬＧＢＴ＋ アシュリー・マーデル/著

耳鳴り・難聴・めまいを自力でぐんぐん治すコツがわかる本 中川　雅文/監修

作品名 作者など

小説

肉弾 河崎　秋子/著

青梅線レポートの謎 西村　京太郎/著

窓から見える最初のもの 村木　美涼/著

入り婿侍商い帖　2　【文庫】 千野　隆司/著

香夜（かぐや） 高樹　のぶ子/著

ラヴィアンローズ 村山　由佳/著

カシス川 荻野　アンナ/著

３６５日のほん 辻山　良雄/著

君の悩みに答えよう 日本青年心理学会/企画

女、６０歳からの人生大整理 松原　　惇子/著

牧野富太郎 コロナ・ブックス編集部/編

日本の論点　2018～19 大前　研一/著

残される母親が安心して暮らすための手続のすべて えがお相続相談室/著

陽炎の辻　完結編

綾小路きみまろ爆笑！最新ライブ　ベストセレクション　1

ＡＬＬ　ＴＩＭＥ　ＢＥＳＴ　ハタモトヒロ 秦　基博/演奏

太陽と乙女 森見　登美彦/著

ねずみのいえさがし（ねずみのほん１） ヘレン・ピアス/さく

大阪のおばちゃんの人生が変わるすごい格言一００ 森　綾/著

酒好き医師が教える最高の飲み方 葉石　かおり/著

トマト、冷蔵庫に入れてませんか？ 竹森　美佐子/監修

リース折り紙１２か月 永田　紀子/著

絵本

よみもの
大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野　真二/著

帽子から電話です 長田　弘/作

よかったねねずみさん（ねずみのほん３） 　　　〃

ねずみのともだちさがし（ねずみのほん２） 　　　〃

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 ９日（火） 犬と仲良し

② １６日（火） 語りを学ぶ

午前１０時～１１時３０分

○カンガルーくらぶ

１９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

１９日（金） 午後１時３０分～３時

『小鳥』（小鳥第１３号）を読んで

○ＮＬＳ （のうみライブラリーシンフォニー）

２０日（土） 午後４時～６時

○ふれあい広場

２１（日） 午後１時３０分～

「プラバンでストラップを作ろう」
※くわしくは中ページをご覧ください。

○アート

２６日（金） 午前１０時～１２時

「人の１２感覚を知る」

今月の行事予定

○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 31

『窓から見える最初のもの』

村木 美涼/著

早川書房

心療内科に通う女子大

生、絵の真贋を疑う絵画

収集者、喫茶店経営を始

めようとする若者、自分の

名前を騙られた会社員。

閉じられた毎日を変えようと

する四者四様の物語が、

ひそかに重なり合ってゆき

…。新・日常系ミステリ。

『ねずみのいえさがし』

ーねずみのほん１ー

ヘレン・ピアス/さく

まつおか きょうこ/やく

童話屋

かつて、石井桃子さんが

開いていた子ども図書館

「かつら文庫」で、すり切れ

るまで子どもたちに読まれ

ながら、絶版になっていた

絵本が童話屋から復刊さ

れました。この、シリーズ3巻

の写真絵本は、世紀を超

えて日本の子どもたちに愛

されつづけています。

★このほかにも、ＣＤ・ＤＶＤ

が入荷予定です。チェック

していてくださいね。

読んでみて！

『
小
鳥
』

第
十
三
号

発
刊
‼



ほか

ほか

犬の力、もっと知りたい！ ＮＨＫ出版/編

犬が来る病院 大塚　敦子/著

グレ子とわさお 菊谷　節子/著

チロリ 大木　トオル/文

いとしの犬ハチ いもと　ようこ/作・絵

Ｄｏｇ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒ かくた　みほ/著

そら飛ぶいぬ 飛行犬撮影所/著

いつも一緒！１００歳じいちゃんとハナ まるこ/著

ハリー・ポッターと謎のプリンス　（上・下） Ｊ．Ｋ．ローリング/著

えんぴつで奥の細道 大迫　閑歩/書

こらっ、どろぼう！ ヘザー・テカヴェク/さく

東京タワー　オカンとボクと、時々、オトン リリー・フランキー/著

サウスバウンド 奥田　英朗/著

国家の品格 藤原　正彦/著

まほろ駅前多田便利軒 三浦　しをん/著

風に舞いあがるビニールシート 森　絵都/著

八月の路上に捨てる 伊藤　たかみ/著

1月の

ミニ図書館

今月の運転手は

きんかんちゃん

１月１７日（水）
※３日はお休み。

三高会館
１１時～１２時

１２月のふれあい広場では、ＮＬＳ（のうみライブラリー・シンフォ

ニー）の皆さんによる、Ｗｉｎｔｅｒコンサートを行いました。

１階奥の閲覧室で演奏していただいたので、多くの皆さんに聞

いてもらうことができました。初めてライアーという楽器を見た方も

多かったようですが、その優しい音色にじっと聞き入っている姿が

見られました。

また、参加者には、ライアーに実際に触れ、どんな音が出るの

か体験していただく時間もあり、大人も子どもも笑顔で楽しんでい

ました。最後には、アンコールとしてみんなで『ウミホタル』を合唱。

「胸に響きました」という感想もきかれました。

☆ＮＬＳは、図書館でのさまざまなイベントに参加し、ライアーなど

で優しい音楽を奏でてくれるボランティアグループです。毎月第３

土曜日・１６時～１８時に能美図書館で練習をしています。

興味のある方は、参加してみませんか。

大好評！本のおたのしみ袋

しっとり冬気分♪

１月のふれあい広場

プラバンでストラップを作ろう

１月２１日（日） 午後１時３０分～

能美図書館 ２階研修室

◎ 定員：２０名

◎ 対象：小学生以上（幼児は保護者同伴）

◎ 参加費：無料

ちいさなお子さんから大人まで楽しめるプラバン工作。

いっしょに作ってみませんか。 （予約必要。定員になり次第、締

め切ります。）

能美図書館には、“本のおたのしみ袋”コーナー

があります。

テーマを決めて選んだ本を３冊、袋に入れた状

態で貸出しします。

何が入っているかは、帰ってからのお楽しみ。

これまで読んだことのなかった作家や

ジャンルに出会えるかもしれません。

新年の挑戦に、また、何を読もうか

迷ったときには、ぜひチャレンジして

みてください。

今月の展示★

皆さまからの年賀状を展示します！

多くの年賀状、ありがとうございました。

（～1月14日（日）まで展示）

◆平成30年は戌年です。飼育法か

ら図鑑・写真集・小説など、いろんな

ジャンルに犬の本があります。かわいく

て、賢くて、時にちょっぴりおバカな犬

たちは、人間の一番近くにいる動物

かもしれませんね。

◆ひとまわり前の戌年に当たる平成

18年には、どんな本が読まれていた

でしょう。

直木賞・芥川賞・本屋大賞から、

年間ベストセラーまで集めてみました。

この機会に読み直してみませんか。

今、マンガが熱い！

利用者さんの寄贈により

『鋼の錬金術師』荒川 弘/著 全27巻

入荷しました。錬金術が存在する架空の世界

を舞台としたファンタジーマンガです。

ぜひ読んでみて！

『コウノドリ』 鈴ノ木 ユウ/著 21巻まで

『ワンピース』 尾田 栄一郎/著 87巻まで

も、入荷しています。

『この世界の片隅で』（上・中・下）

こうの 史代/著

もおすすめです！

予告！

２月のふれあい広場では、

“あひる座”がやってきます！

２月１７日（土）１３：３０～

『ぐりとぐら』

『ごきげんのわるいコックさん』

など、楽しい人形劇と紙しばいがあるよ！

子どもたち、集まれ‼

共催

広島・地域から「体験の風をおこそう」

運動推進実行委員会

ぬいぐるみたちは夜の間、図書館でどんなふうに過

ごしていたのかな？

実は、ぬいぐるみたちも本が大好き！みんなで静か

に、好きな本を読んでいましたよ。

恒例の、「ぬいぐるみのおとまり会」が行われました。

毎年のように参加してくれる子どもに、ドキドキ初参加の

子どもまで・・・それぞれ自分の大切なぬいぐるみを連れ

てきて、図書館にひとばん預けて帰りました。

わたしのいちおし （１０８）

水戸 きずなちゃん（８歳）

『ざんねんないきもの事典』

今泉 忠明/監修 高橋書店

進化の結果、なぜかちょっと残念な感じになってしまった

生き物たちを、楽しいイラストとともに紹介した本。

「カメムシはビンの中に入れたら気絶するなど、生きものの

不思議でざんねんな生態がおもしろかった！」と、きずな

ちゃん。

『ざんねんないきもの事典 続』も読んでみて！


