読んでみて！
ジャンル

第１６８号 平成３０年１０月1日
１０月の行事予定
○ おはなしレストラン
① ２日（火） 「旅に出よう」の本
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
６日（土） 午前１０時３０分～
ママと赤ちゃんのおはなし会

１０月の展示は

〇 第１３回 図書館フェスタ
１４日（日） 午前９時３０分～午後７時
※ くわしくは中ページをご覧ください。

広島県の鉄道をはじめ、中国地方にまたが
る路線を紹介。土地の魅力や鉄道のみどころ
が満載です！本で良い旅を！

○ 読書会
１９日（金） 午後１時３０分～３時
『盲導犬クイールの一生』石黒謙吾/文
「イヌは人生のパートナー
盲導犬訓練士 多和田悟」ＤＶＤ鑑賞
〇 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
「癒しの音楽のひととき」
○ アート
２６日（金） 午前１０時～１２時
「時を超えた あそびアート」
〇 ハロウィンどくしょビンゴ
２８日（日） 午前９時３０分～午後７時
※ くわしくは中ページをご覧ください。

「中国地方の鉄道めぐり」

『広島県の鉄道』 牧野和人/著 アルファベータブックス
『鉄道にっぽん！都道府県の旅』 山崎友也/監修 教育画劇

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

○能美図書館○
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/

作品名

偽姉妹
影ぞ恋しき
十津川警部長崎路面電車と坂本龍馬
小説
ＴＡＳ特別師弟捜査員
悪童（ワルガキ）
鳥居の密室
銀花 （風の市兵衛 2-23）
黄金色の雲 （口入屋用心棒 42）
小説
正雪の埋蔵金 （日暮左近事件帖 1）
(文庫)
書店ガール 7 旅立ち
騙り屋 （新・秋山久蔵御用控 2）
the ｆｏｕｒ ＧＡＦＡ
コンピュータ
これからはじめるＷｅｂデザインの本
“ふがいない自分”と生きる 渡辺和子
哲学
ホモ・デウス （上・下）
歴史
日本史の論点
５５歳からのリアル仕事ガイド
社会
折り紙で作るディズニーキャラクター変身グッズ！
保育
老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本
不整脈・心房細動がわかる本
医学
自分で治す！顎関節症
ずっと自分の足で歩ける！筋膜リリース
おとな時間を重ねる
生活
Ｈｅｉｍａこれからの住まい支度
季節のちりめん遊び
手芸
ゼロトレ
美容
太りやすく、痩せにくくなったら読む本
藤井恵の「すぐ使えるストック」
料理
亥年のゆる文字年賀状
書道
夏井いつきの季語道場
詩歌
千の花びら
いっしょにかえろう
どんぐりむらのいちねんかん
そらからきたこいし
タローズ
おっとあぶない！
絵本
なぞなぞはじまるよ 2
すきま地蔵
ねずみくんのうんどうかい
いっしょにのぼろう
まゆとかっぱ
プリンちゃんのハロウィン
ねこの商売
児童
しずくちゃん 31
よみもの
名字ずかん

作者など
山崎 ナオコーラ/著 『千の花びら』

葉室
西村
中山
山田
島田
辻堂
鈴木
藤井
碧野
藤井

麟/著
京太郎/著
七里/著
洋次/著
荘司/著
魁/著
英治/著
邦夫/著
圭/著
邦夫/著

井野口 慧子/著
書肆山田/出版

井野口さんは、東広島在
住の詩人で、鈴木三重吉

スコット・ギャロウェイ/著 「赤い鳥の会」においては、昨
技術評論社/出版 年「〈赤い鳥〉から現代詩ま
でー言霊に導かれて」と題し、
渡辺 和子/述
ユヴァル・ノア・ハラリ/著 講演を行われた。本書は、同

人誌『アルケー』の作品を中
心に、未発表の作品を加え
松本 すみ子/監修
てまとめたもの。
いしばし なおこ/著
榎本 睦郎/著
山根 禎一/監修
『ねこの商売』
藤原 邦康/著
林原 玉枝/文
竹井 仁/著
二俣 英五郎/絵
後藤 由紀子/著
福音館書店
石井 佳苗/著
藤本 洋子/著
石村 友見/著
木村 容子/著
藤井 恵/著
宇田川 一美/著
夏井 いつき/著
井野口 慧子/著
最近めっきりお客が減っ
ハイロ・ブイトラゴ/文
て困っているおまんじゅう屋
なかや みわ/さく
が、“まねきねこ”を雇って
みると…? たがいに持ちつ
しおたに まみこ/作
持たれつ生きていく喜びを、
モラグ・フッド/作
サトウ・マサノリ/作・絵 ユーモアたっぷりに描く。
林原さんは、尾道市の児
おおなり 修司/なぞなぞ文
童文学作家で、尾道を連
室井 滋/文
想させる設定になっている。
なかえ よしを/作
中公新書編集部/編

マリアンヌ・デュブク/作

富安 陽子/文
なかがわ ちひろ/ぶん

林原 玉枝/文
ぎぼ りつこ/作・絵
森岡 浩/監修

手拭いで“がまぐちポーチ”ができました♪
９月のふれあい広場では、「手拭いで“がまぐちポーチ”」を作りました。
お好みの手拭いを縫い合わせ、口金をつければ、オリジナルのポーチが完成。ボタンやチャックを縫いつけ
るよりも簡単にできます！ちょっとしたお化粧品や、かばんの中で行方不明になりがちな小物を入れておくのに
ぴったりです。
参加された方たちは、裁縫は苦手・・・と言いながらも、和気あいあいと楽しそうに手を動かされていました。
小さな失敗もありましたが、皆さん作品を完成させ、満足そうでした。

今月の展示
■

中国地方の
鉄道めぐり

『たのしい路線図』
『ＪＴＢの鉄道旅地図帳』
『ＪＲ鉄道車両パーフェクト』
『広島県の鉄道』
『絶滅危惧鉄道 ２０１８』
『全日本鉄道バス旅行地図帳 ２０１８』
『芸備線写真集』
『三江線写真集』
『鉄道にっぽん！４７都道府県の旅』

■ 季節の絵本（ハロウィーン）

第１３回 図書館フェスタ
１０月１４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、大人向けには「ししゅう枠の壁飾りを作ろ
う！」、子ども向けには「へんしん電車をつくろう！」
などの工作教室を予定しています。
また、展示のテーマは「中国地方の鉄道めぐり」。
今年３月で廃止となった三江線をはじめ、広島近
郊の鉄道に関する本を展示します。
皆さまお誘いあわせのうえ、ぜひご来館ください。

わたしのいちおし（１１７）
能美町在住 Ｎさん （６０代）

１０月 特別企画
「ハロウィン どくしょビンゴ」
１０月２８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。

１０月の
ミニ図書館

今月の運転手は
シーくん♪

『昔話法廷』 （１～３）
ＮＨＫ Ｅテレ「昔話法廷」制作班/編
坂口 理子/原作 イマセン/法律監修
伊野 孝行/挿画
金の星社
三匹のこぶたは「殺人罪」か「正当防衛で無罪」か?
昔話の登場人物たちを現代の法律で裁く、NHK Eテレ
の「昔話法廷」を書籍化。
法律について、善悪について、考えさせられます。児
童書なので、小学校高学年から読めますよ。

１０月 ３日（水）
１７日（水）
三高会館
１１時～12時

井上 マサキ/著
ＪＴＢパブリッシング/出版
交通新聞社/出版
牧野 和人/著
イカロス出版/出版
小学館クリエイティブ/出版
今井印刷/出版
今井印刷/出版
山崎 友也/監修

他

■ 今月の作家 「北村 薫」

『ハロウィンのかぼちゃ』 （紙芝居）
『もっとたのしいハロウィンがいっぱい！』 （しかけ絵本）
『モリくんのハロウィンカー』
『ハッピーハロウィン！』
『こうもりぼうやとハロウィン』
『ゆめちゃんのハロウィーン』
『もうすぐハロウィーン』
『ハロウィンソキソキおばけの日！』
他

「ホッと一息

『ヴェネツィア便り』
『愛さずにいられない』 （エッセイ）
『中野のお父さん』
『太宰治の辞書』
『八月の六日間』
『９の扉』
『鷺と雪』
『ひとがた流し』
他

本と一息」

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。

中町小学校 ２年生来館 ♪
能美図書館に、中町小学校の生徒がやってきました。
子どもたちは、絵本コーナーで簡単な説明を受けた後、まずは、それぞれ読
みたい本を探して館内を探索。館内検索機ＯＰＡＣ（オーパック）も、使ったことの
ある子が何人かいて、しっかり活用していました。
短い時間の中でしたが、全員が１冊ずつ借りていきました。また、来てね！

『小鳥』（第１４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３０年１２月
ごろ、『小鳥』第１４号
を発行の予定です。
お楽しみに！

