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楽しく百歳、元気のコツ 吉沢　久子/著

しましま 森山　京/脚本

めぐる森の物語 いまい　あやの/作

まいにちがプレゼント いもと　ようこ/作絵

どんぐり・木の実・おち葉 岩藤　しおい/著

ふしぎな北極のせかい 山崎　哲秀/著

ノラネコぐんだん　おばけのやま

かあちゃんのジャガイモばたけ アニタ・ローベル/さく

いもむしパン つぼい　じゅり/さく・え

おたんじょうびの２つのたまご ジェニファー・Ｋ．マン/作

どうぶつどんどん たしろ　ちさと/文・絵

工藤　ノリコ/著

燃えよ左腕 江夏　豊/著

大人の語彙力「言いまわし」大全 齋藤　孝/著

鈴ノ木　ユウ/著コウノドリ　（22.23巻）

童話作家のおかしな毎日 富安　陽子/作

自然遊び入門 山田　辰美/著

大人かわいい折り紙＆雑貨 ブティック社/出版

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　（89.90巻） 尾田　栄一郎/著

名探偵コナン　（ＶＯＬＵＭＥ85～93巻） 青山　剛昌/著

具たっぷりのおかずみそ汁 金丸　絵里加/著

猫のための家庭の医学 野澤　延行/著

女性のがんと外見ケア 分田　貴子/著

気になる症状からナビする病気の事典 藤原　大美/著

４５歳からの自分を大事にする暮らし 堀川　波/著

ＤＩＹでストーブを作る 学研プラス/出版

有田　孝司/編著

貝谷　久宣/監修

主婦と生活社/出版

適応障害のことがよくわかる本

血管を守る２５０のＱ＆Ａ事典

ずぼらとこまめ 福田　春美/著

志麻さんの自宅レシピ タサン志麻/著

作品名 作者など

その先の道に消える 中村　文則/著

下町ロケット　４ 池井戸　潤/著

ＰＩＴ特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐　貴久/著

ひとつむぎの手 知念　実希人/著

子連れ侍江戸草紙 経塚　丸雄/著

入り婿侍商い帖　1　（凶作年の騒乱） 千野　隆司/著

ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延/著

使命 斎藤　一人/著

北陸・金沢’19 昭文社/出版

チキンラーメンの女房 安藤百福発明記念館/編

魂の政治家沖縄県知事翁長雄志発言録 翁長　雄志/述

入院・手術給付金を受けたら見る障害年金の本 野中　房代/著

マンガでわかる！仕事も人間関係もうまくいく「気遣い」のキホン 三上　ナナエ/著

日本を見つめる 小澤　俊夫/著

〈卵と肉〉が糖尿病に効く！ 栗原　毅/著

食物アレルギーお弁当のＡＢＣ

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） 『小鳥』の世界

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
※ 今月はお休みです。

○ふれあい広場

１０日（土）午後２時～

「木の実であそぼう！」

※くわしくは中ページをご覧ください。

○読書会

１６日（金） 午後１時３０分～３時

“こころに響くことば”

－新聞のコラム等の中からー

○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

「癒しの音楽のひととき」

○アート

３０日（金） 午前１０時～１２時

※ 祝日があるため、変更しています。

「時を超えたあそびアート」

第１６９号 平成３０年１1月1日

１１月の行事予定

○能美図書館○

新着情報

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１３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。

【ＤＶＤ】

『おしりたんてい １』

トロル/原作

レディーにやさしくスイートポテト

が大好きな「おしりたんてい」が、

助手のブラウンとともに、事件

をププッと解決！怪盗Ｕと名乗

る大泥棒から「博物館の女神

のマフラーをいただく」との予告

状が・・・。

『君の名は。』

新海誠/監督

千年ぶりとなる彗星の来訪を

控えた日本。田舎町に暮らす

女子高生の三葉と、東京で暮

らす男子高校生の瀧。出会う

はずのない2人が出合い、運

命の歯車が動き出す。

『沈黙ーサイレンスー』

遠藤周作/原作

『バイオハザード ５』

ミラ・ジョヴォヴィッチ/出演

『蜩ノ記』

小泉堯史/監督

『メアリと魔女の花』

米林宏昌/監督

『湯を沸かすほどの熱い愛』

中野量太/監督

『リライフ』

古澤健/監督

【ＣＤ】

『海のＯｈ、Ｙｅａｒ！』

サザンオールスターズ/演奏

『グッドラックトラック』

竹原ピストル/演奏

『ジャズ・ナウ ２０１８』

ノラ・ジョーンズ/ほか演奏

『ＺＥＮ』

自律神経とストレスに聞効く

『春の海』

琴名曲集

沢井忠夫/出演

『ベスト～心の瞳』

坂本 九/歌

『山口百恵

日本の四季を歌う』

山口百恵/歌



箱根駅伝　－激闘の記憶ー ベースボールマガジン社/出版

魔法をかける 原　晋/著

いのちのスタートライン 大久保　淳一/著

こんなに楽しいのに走らなきゃもったいない！ 高橋　尚子/著

小出ランニングアカデミー 小出　義雄/監修

〈東大式〉マラソン最速メソッド 松本　翔/著

こばた　てるみ/監修

一瞬の風になれ　（1～3巻） 佐藤　多佳子/著

風が強く吹いている 三浦　しをん/著

チームFについて あさの　あつこ/著

ほか

　　　【今月の作家：くすのきしげのり】

おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子 河出書房新社 能美

銀河鉄道の父 門井　慶喜 講談社 能美

読むパンダ 黒柳　徹子/選 白水社 江田島

鬼才伝説 加藤　一二三 中央公論社 能美

いずれの日にか国に帰らん 安野　光雅 山川出版社 能美

おかげさまで、注文の多い笹餅屋です 桑田　ミサオ 小学館 能美

すごいトシヨリＢＯＯＫ 池内　紀 毎日新聞出版 能美

やばい老人になろう さだ　まさし ＰＨＰ研究所 大柿

恨みっこなしの老後 橋田　壽賀子 新潮社 江田島

若者がうらやましがる老人になってやろう 帯津　良一 海竜社 能美

科学者が解く「老人」のウソ 武田　邦彦 産経新聞出版 能美

はじめての八十歳 山藤　章二 岩波書店 能美

最後まで、あるがまま行く 日野原　重明 朝日新聞出版 江田島

百歳人生を生きるヒント 五木　寛之 能美

おちゃめに１００歳！寂聴さん 瀬尾　まなほ 光文社 江田島

相沢英之と司葉子 人生１００歳「一日生涯」 相沢　英之 双葉社 能美

きのう、きょう、あした。 つばた 英子 主婦と生活社 大柿

桃紅一〇五歳 好きなものと生きる 篠田　桃紅 世界文化社 能美

オンナの奥義 阿川　佐和子 文藝春秋 江田島

ほどほど快適生活百科 群　ようこ 集英社 能美

わたしの主人公はわたし 細川　貂々 平凡社 能美

ｂｏｎとｐｏｎ ふたりの暮らし ｂｏｎｐｏｎ 主婦の友インフォス 能美

定年が楽しみになる！オヤジの地域デビュー 清水　孝幸 東京新聞 能美

夫の定年 グループわいふ ミネルヴァ書房 能美

日本経済新聞出版社

4時間切りを目指すランナーのためのマラソン勝負メシ

　　　【風を切って走ろう！】

１１月の

ミニ図書
今月の運転手は

はっさくさん♪

１１月 ７日（水）

２１日（水）

三高会館

１１時～１２時

今月の展示 ※ 展示のテーマ・期間は、変更することがあります。第１３回 図書館フェスタ開催！

今年の図書館フェスタも好天に恵まれ、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、牛乳パックを使ってへんしん電車を作りまし

た。思ったよりも手間がかかり、大人の手を借りながらの

工作となりましたが、その分、なかなかの完成度でしたよ。

また、「鉄道の日」（10/14）にちなんだ特別企画展「中

国地方の鉄道めぐり」も、大好評でした。

大人向けでは、ししゅう枠を使って壁飾りを作りました。

針を使わない手芸ですが、上品で素敵な作品ができ

あがりました。

また、「スペシャルクイズに挑戦」コーナーや、ポップ

コーンなど、一日を通しての大盛況となりました。残念な

がら、今年のスペシャルクイズ全問正解者は０人でした。

ぜひまた来年リベンジしてくださいね。

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・・・

「木の実であそぼう！」
１１月１０日（土）

午後２時～

能美図書館 ２階 研修室

対象 小学生１２名（要予約）

能美図書館の周りでは、どんぐりやまつぼっくりなどの木の

実がたくさん見つかります。そんな、秋の木の実を使って工

作を楽しもう！申し込みをしてね。

１２月１５日（土）に同時開催！

★「Ｗｉｎｔｅｒコンサート」

午前１１時～

★「ぬいぐるみのお泊り会」

１５日（土）～１６日（日）

詳しくは、来月の図書館だよりをお楽しみに！

わたしのいちおし（１１８）

能美町在住 Ｍさん

『ごびらっふの独白』

草野 心平/著

いちかわ なつこ/え

齋藤 孝/編

「声にだすことばえほん」ほるぷ出版

カエルのごびらっふのひとりごと「るてえる びる もれとりり がいく」で

始まる全編がカエル語の詩と、草野心平自身による日本語訳を

掲載した絵本。声に出して、あふれる生命力を感じてください。

２０１８年 敬老の日読書のすすめ

これから寒くなると、駅

伝のシーズン到来！

走り方やドキュメンタ

リー、小説など、駅伝や

マラソンなどの「走る」本

を特集します。これを読ん

だら、あなたもきっと、走り

たくなるはず！

『まかしとき！』

フレーベル館

『ええことするのは

ええもんや！』

えほんの杜

小学校教諭、図書館副館長などを経て、

現在は児童文学を中心とする創作活動と

公演活動を続けている。『おこだでませんよう

に』『みずいろのマフラー』『ええところ』『Ｌｉｆｅ』

など、著作多数。

予告


