
風神の手 道尾　秀介/著

か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる/著

百貨の魔法 村山　早紀/著

ＲＤＧ 荻原　規子/著

おもかげ 浅田　次郎/著

テーラー伊三郎 川瀬　七緒/著

飼う人 柳　美里/著

小型哺乳類館 トマス・ピアース/著

故郷はなきや　（新・古着屋総兵衛　15） 佐伯　泰英/著

剣と十字架　（空也十番勝負　青春篇　4） 　　〃

浪人奉行　3ノ巻 稲葉　稔/著

隠し湯の効　（口入屋用心棒　39） 鈴木　英治/著

江戸の御庭番 藤井　邦夫/著

最後の晩ごはん　9 椹野　道流/著

新聞 すべての新聞は「偏って」いる 荻上　チキ/著

人生訓 言い訳してる場合か！ 坂東　眞理子/著

歴史 雑学ニッポン「出来事」図鑑 ケン・サイトー/絵と文

人生を切り拓く人のチャンスのつかみ方 東京カレンダー株式会社/編

日本を飛び出して世界で見つけた僕らが本当にやりたかったこと 森　美知典/著

ローカリズム宣言 内田　樹/著

アベノミクスによろしく 明石　順平/著

休むことも生きること 丸岡　いずみ/著

結局、怒らない人が長生きする 保坂　隆/著

おもてもてなしうらもてなし 笠原　将弘/著

作りおきより簡単便利レトルトアレンジレシピ50 今泉　マユ子/著

チーズ☆マジック 小野　孝予/著

幸せに暮らすくふう 主婦と生活社/出版

ズパゲッティで編むバッグと雑貨 青木　恵理子/著

人生は単なる空騒ぎ 鈴木　敏夫/著

万事正解 角野　卓造/著

スポーツ 歴代オリンピックでたどる世界の歴史 山川出版社/出版

句集 黙示 有馬　朗人/著

手記 ブラックボックス 伊藤　詩織/著

わたしのおひっこし イヴ・バンティング/文

赤ずきん ジャン・リュック・ビュケ/作

おやすみなさいのおともだち ハインツ・ヤーニッシュ/作

おもちおばけ ささき　ようこ/さく・え

せかいいちまじめなレストラン たしろ　ちさと/作

コロちゃんののうじょう　（しかけ絵本） エリック・ヒル/さく

コロちゃんのたんじょうび　（しかけ絵本） 　　〃

灰屋灰次郎　灰はございー 飯野　和好/作

へそとりごろべえ 赤羽　末吉/詩・画

ピアノをきかせて 小俣　麦穂/著

すみれちゃんのお片づけ12カ月 渡辺　ゆき/文

大久保利通　（コミック版日本の歴史　61） 加来　耕三/監修

ジャングルのサバイバル　6.7 洪　在徹/文

小説

小説
（文庫）

伝記

社会

医学

料理

生活

芸術

絵本

よみもの

今年も、能美図書館宛にたくさんの年賀状が届きました。心

が伝わる手描きのものが多く、今年も皆さまの身近な図書館と

して頑張っていこうと、心を新たにしました。ありがとうございました。

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 ６日（火） “３月に読みたい本”
② ２０日（火） 語りを学ぶ

午前１０時～１１時３０分

○カンガルーくらぶ

１６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

1７日（土） 午後１時３０分～

「人形劇と紙芝居」

※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）

1７日（土）午後４時～６時

○アート

２３日（金） 午前１０時～１２時

「人の１２感覚を知る」

○読書会

２３日（金） 午後１時３０分～３時

※変更しています。

DVD鑑賞

『藤の老木に命を教わる』

－日本初の女性樹木医・塚本こなみー

『大岡越前』

蛍火の四千両～思いは通じ合えるか～

今月の行事予定

○能美図書館○

１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 31

『ローカリズム宣言』

内田 樹/著

デコ/出版

守るべきは「お金」

よりも「山河」。若者

よ、地方をめざそう! 

「脱「経済成長」」

「国家の「株式会社

化」」「「廃県置藩」

のすすめ」…。地方

移住、定常経済な

どにかかわる文章を

まとめた一冊。

『すみれちゃんの

お片づけ12カ月』

渡辺 ゆき/文

小林 キユウ/写真

岩崎書店

子どもによる、子ど

ものためのお片づけ

本。4月から3月まで

の1年を通して、机ま

わりや本棚の整理、

学校で使うものの管

理など、子どもの生

活に必要なお片づ

けのすべてを紹介し

ます。

読んでみて！

入口横には、毎月テーマを決めて展示を行っています。

２月の展示もお楽しみに！



ＰＨＰ研究所

白泉社

白泉社

福音館書店

白泉社

白泉社

偕成社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

中央公論新社

ポプラ社

実業之日本社

ポプラ社

幻冬舎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

幻冬舎

東京創元社

朝日新聞出版

『か「」く「」し「」ご「」と「』 住野　よる/著

『ヒーロー』　ー家族の肖像ー ロート・レープ/著

コンピュータ 『人工知能の核心』 羽生　善治/著

『１０年後、君に仕事はあるのか？』 藤原　和博/著

『「どうせ無理」と思っている君へ』 植松　努/著

『僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう』 山中　伸弥/著

『まねる力』 齋藤　孝/著

宗教 『宗教ってなんだろう？』 島薗　進/著

歴史 『知らなかった、ぼくらの戦争』 アーサー・ビナード/編著

『大人のための社会科』 井手　英策/著

『これを知らずに働けますか？』 竹信　三恵子/著

経済 『成功する人は偶然を味方にする』 ロバート・Ｈ．フランク/著

教育 『イラストで学ぶスタディスキル図鑑』 キャロル・ヴォーダマンほか/著

自然科学 『バッタを倒しにアフリカへ』 前野ウルド浩太郎/著

『キャスターという仕事』 国谷　裕子/著

『マルカン大食堂の奇跡』 北山　公路/著

エッセイ 『孤独論』 田中　慎弥/著

小説

人生訓

社会

産業

『つまんないつまんない』　　　ヨシタケ　シンスケ/作・絵

『なつみはなんにでもなれる』　　　ヨシタケ　シンスケ/作・絵

『屍人荘の殺人』　　　　　今村　昌弘/著

『星の子』　　　　　今村　夏子/著

『ノラネコぐんだんあいうえお』　　　工藤　ノリコ/著

『生きる』　　　谷川　俊太郎/詩

『ノラネコぐんだん そらをとぶ』　　　工藤　ノリコ/著

『いらないネコ』　　　ヒグチ　ユウコ/絵と文

『そらの１００かいだてのいえ』　　　いわい　としお/作

『ＡＸアックス』　　　　　伊坂　幸太郎/著

『盤上の向日葵』　　　　　柚月　裕子/著

『百貨の魔法』　　　　　村山　早紀/著

『崩れる脳を抱きしめて』　　　　　知念　美希人/著

『かがみの孤城』　　　　　辻村　深月/著

『キラキラ共和国』　　　　　小川　糸/著

『騙し絵の牙』　　　　　塩田　武士/著

『たゆたえども沈まず』　　　　　原田　マハ/著

２月の

ミニ図書館

今月の運転手は

グレートくん！

２月 ７日（水）

２１日（水）

三高会館

１１時～１２時

今月の話題

人形劇のあひる座がやってくる！

「人形劇と紙芝居」

平成３０年 ２月１７日（土）

１３：３０ 開演 （１３：１５ 開場）

能美図書館 ２階研修室

「絵本屋さん大賞 ２０１７」
雑誌『ＭＯＥ』で毎年行われる“全国の絵本屋さん３０００人に聞いた年間ランキ

ング”。今年は、これらの絵本がランクイン！雑誌と合わせて読んでみてね。

本屋大賞２０１８ ノミネート作品

今年も、“全国書店員が選んだ いちばん！売りたい本”のノミネート作品が発表されました。

江田島市内の図書館にすべて入荷する予定なので、読み比べてみませんか？

若い人に贈る 読書のすすめ ２０１８
ー成人・卒業ー新たな一歩を踏み出したフレッシュなあなたにー

若いうちの読書は、のちの生き方に必ず大きな実りをもたらします。ぜひ読んでみて。

だしもの

人形劇 『ぐりとぐら』

紙芝居 『ふうちゃんのそら』

この企画は、たくさんの子どもたちに、本格的な人形

劇の楽しさを体験してもらうために、広島・地域から「体

験の風をおこそう」運動推進事業の一環として企画され

ています。

予約の必要はありませんが、満員になった場合には

入室をお断りすることもありますので、お誘いあわせの上、

お早めにご来館ください。

『百貨の魔法』

村山早紀/

著

ポプラ社

閉店の噂が飛び

交う星野百貨店。だ

が、スタッフたちは店

を守ろうと、今日も売

り場に立ちつづけ-。

百貨店で働く人たち

と館内に住むと噂さ

れる「白い猫」が織り

なす、魔法のような

物語。『桜風堂もの

がたり』の姉妹編。

プラバンでストラップを作ったよ！

１月２１日のふれあい広場では、プラバン工作でストラッ

プを作りました。

透明なプラスチックの板に好きな絵を描き、オーブン

トースターで焼くだけ。世界に一つだけの、自分のオリジ

ナルストラップのできあがりです。

熱でそりかえるプラバンがみるみる縮んでいく様子に、

子どもたちは驚きの声をあげていました。
図書館の本を参考に、お家でも作ってみてね。

『１日で完成！プラバンでつくるアクセサリー』

『１００円パーツで作る大人おしゃれなプラバンアク

セサリー』

『プラバンカタログｂｏｏｋ』

『プラバンでつくる季節のフラワーアクセサリー』

など

2月のふれあい広場

わたしのいちおし （１０９）

中国新聞掲載

『せとうち文学叢書

呉・江田島・芸南編Ⅰ 明治・大正・昭和集』

外村 彰/編 せとうち文学叢書刊行会/出版

呉高専建築学科と環境都市工学科の学生が、外村

彰教授のもと、呉市周辺地域にまつわる俳句や文学をま

とめました。中国新聞（1月19日）にも掲載されました。

巻末には、学生たちが作者の経歴や作品の時代背景

などをまとめた解説もあります。ぜひ読んでみて。


