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作品名 作者など

うみのとしょかん　ウミウシはじめてのこい 葦原　かも/作

岡本　さとる/著

　　　〃

藤井　邦夫/著

風野　真知雄/著

プチ修行できるお寺めぐり

ぼくのたび

かいちゅうでんとう

クリスマス★げきじょう

ねずみくんのおくりもの

アンパンマンをさがせ！　（ＢＬＵＥ・ＧＲＥＥＮ・ＲＥＤ）

紫月　香帆/著

産業編集センター/編

久田　恵/編著

清川　輝基/共著

岩田　規久男/著

沖田　正午/著

小杉　健治/著

千野　隆司/著

望月　麻衣/著

下重　曉子/著

伊坂　幸太郎/著

川瀬　七緒/著

あさの　あつこ/著

月村　了衛/著

佐野　洋子/著

朝倉　かすみ/著

重松　清/著

柴田　哲孝/著

福澤　徹三/著

つちだ　よしはる/文絵

ザ・キャビンカンパニー･作

　　　〃

長谷川　りえ/著

高柳　良夫/著

七條　千恵美/著

近藤　直子/編著

久保田　由希/文・写真

タスカジ/監修

笹島　寿美/監修

ブティック社/出版

コンテナひとつでしみじみおいしい！たっきーママのレンチン作りおき　奥田　和美/著

もっと簡単で確実にふやせるさし木・つぎ木・とり木

繰り返し作りたくなる！ラク弁当レシピスペシャル

ゆめのとびらをひらくとき

絵本のこと話そうか

中沢啓治著作集　４　ろくでなし

これだけできれば大丈夫！すぐ使える！接客１年生

林原　玉枝/文

フーガはユーガ

桃ノ木坂互助会

ラストラン

東京輪舞（ロンド）

佐野洋子の動物ものがたり

ぼくは朝日

どんまい

リベンジ

群青の魚

姫の一分　（若鷹武芸帖　３）

女敵討ち　（取次屋栄三　１９）

阿修羅の微笑　（日暮左近事件帖　３）

猫見酒　ほか　（大江戸落語百景　１～３）

物書き同心裏稼業

隠密同心　２

みやこし　あきこ/さく

　　　〃

やなせ　たかし/原作

デイビッド・シャノン/さく

葛岡　博/絵

中沢　啓治/著

松田　素子/編

カール・ニューソン/作

小説

絵本

よみもの

小説
（文庫）

社会

生活

趣味

料理

クリスマスだよ、デイビッド！

サンタの国の１２カ月

こごろうくんと消えた時間

予約のとれない家政婦タスカジさんのラク家事ＢＯＯＫ

初めてでもピタッと決まる！笹島式らくワザ着付け術

エプロン全書

余り毛糸で楽しく編むかわいい小物１００点

１００歳時代の新しい介護哲学

スマホ社会の落とし穴

日銀日記

療育って何？

ドイツ人が教えてくれたストレスを溜めない生き方

入り婿侍商い帖　２

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　９

年を重ねて、今がいちばん

幸運を呼び込むすごい！！おそうじ風水

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/

◇ カンガルーくらぶ

１日（土） 午前１０時３０分～

「ママとあかちゃんのおはなし会」

◇ おはなしレストラン

① ４日（火） 今年のクリスマス

② １８日（火） 「 語りを学ぶ」

午前１０時～１１時３０分

◇ アート

１４日（金） 午前１０時～１２時

「時を超えた あそびアート」

◇ ふれあい広場

１５日（土） 午前１１時～

「Ｗｉｎｔｅｒコンサート」

※ 詳しくは中ページをご覧ください。

特別イベント「ぬいぐるみのおとまり会」

１５日（土）～１６日（日）

※ 詳しくは中ページをご覧ください。

◇ 読書会・ＮＬＳはお休みです。

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２７日（木）～１月４日

（金）まで、休館となります。

『スマホ社会の落とし穴』

ー子供が危ない！－

清川 輝基/共著

内海 裕美/共著

少年写真新聞社

子どもたちの言語能力の

獲得や維持に、大きな変化

をもたらしているスマホやタブ

レット。スマホ社会の子ども

の発達に焦点を当て、から

だ、心、脳、言葉など、子ど

もの多面的な育ちとスマホ

社会との関わりを多角的に

考察する。

『ねずみくんのおくりもの』

つちだ よしはる/文絵

あべ やすつぐ/原作

教育画劇

明日は大好きなねずみ

ちゃんの誕生日。ねずみくん

は、ねずみちゃんが喜ぶこと

をしてあげたいと思いました

が、得意なことが何もないと

悩んでいて…。主人公のね

ずみくんに想いを託し、難病

の男性が大切な人へ贈っ

た童話。

読んでみて！

今年も残り少なくなりました。今年は、７月の豪雨災害で、

浸水や断水など、大変な思いをされた方が多くいらっしゃ

いました。自然のおそろしさを感じるとともに、当たり前の日

常が送れる幸せや、人の心の温かさを感じることもあった

のではないでしょうか。

本を読むことや、音楽を聴くことなどは、生きていくために

絶対に必要なものではないかもしれません。でも、本や音

楽には、人を励まし支えてくれる力があります。図書館に

来ることで、ちょっと元気になったり、少しでも前を向ける力

になれたらと願っています。

アドベントカレンダーも始まりました。

クリスマスまであと何日かな？

一緒に数えましょう！



『クリスマスを探偵と』伊坂幸太郎/著　【小説】

『かぎ針編みのクリスマス雑貨』アップルミンツ/出版　【手芸】

『スノードームの世界』ものづくりクラブ/著　【工作】

『ホットケーキミックスでイベントおやつ大集合！』主婦の友社/出版　【料理】

『ハロウィン＆クリスマスおまかせＢＯＯＫ』ひかりの国編集部/編　【工作】

『クリスマスのまえのよる』ほし　みつき/著　【手芸】

『わくわくクリスマス』岩藤　しおい/著　【工作】

『オー・ヘンリー傑作選』オー・ヘンリー/著　【小説】

◇　もうすぐクリスマス！

◇　今月の作家

『点子ちゃんとアントン』

『ファビアン』　（一般書）

『どうぶつ会議』

『飛ぶ教室』

『ふたりのロッテ』

『わたしが子どもだったころ』

『エーミールと探偵たち』

『エーミールと三人のふたご』

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（土）～１月７日（月）

年明けの１月５日（土）より、能美図書館にて展示

します。また、１月１３日（日）に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。

冬休みと年末年始の図書館情報

年内は、２６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（土）から開館します。

１２月２７日（木）～１月４日（金） 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。

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本は、絵本

だけではありません。大人の方も、

ぜひ読んでみてください。

１２月の

ミニ図書館
今月の運転手は

リンダさん♪

１２月 ５日（水）

１９日（水）

三高会館

１１時～１２時

ぬいぐるみのおとまり会

１２月１５日（土） １０時～１８時

ぬいぐるみのおあずけ

１６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。

定員２０名のため、予約が必要です。お

早めにお申し込みください。

１２月１５日（土）

午前１１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）

ライアーの優しい音色で、癒しのひとときをお過ごしくだ

さい。 お誘いあわせてのご来場お待ちしています。

今月の展示
木の実で遊んだよ♪

１１月のふれあい広場では、木の実を使った工作を行

いました。

能美図書館のとなりには、八幡神社の森があるので、

どんぐりやまつぼっくりがたくさん落ちてきます。そんな木の

実を使って、いろんなものを作ってみました。

■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。よく来てくれる顔なじみ子も多く、みんな１冊

ずつ選んで借りてくれました。 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 （１１９）

能美町在住 Ｙさん

『歴史をつくった女性大事典』

服藤 早苗/監修

学研教育出版

日本・世界で活躍した女性たちを時代順に取り上げ、美し

いイラストと臨場感あるストーリーでわかりやすく紹介。１は、

古代～近世、２は、近代～現代までの女性たちを収録

「児童書ですが、大人でも興味深く、おもしろく読めます。

やっぱり女ってすごい！」ぜひ読んでみて！

リスや小鳥、シカなど、小さなかわいい動物たちができました！

木の実は、他にもいろんな遊び方ができるよ！

図書館の本を参考にして、ぜひ作ってみてね！

『どんぐり・木の実・おち葉』 岩藤しおい/著

『どんぐりクリスマス』 おおたきれいこ/著

『やさしい行事のこうさく ３ 秋のこうさく』 竹井 史郎/作

『自然遊び入門』 山田辰美/著

『森の妖精たち』 薬師神宏史/著

ほか

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

今月の作家は「ケストナー・エーリ

ヒ」です。ケストナーは、ドイツ生まれ

の作家で、日本でも、明るく前向き

な児童文学作家として親しまれて

いますが、ドラマ、台本など、むしろ

大人のための作品も数多く書いて

います。

『小鳥』第１４号へ、たくさんの

作品をご応募いただき、ありがと

うございました。

厳選なる選考を終え、予定通

り発刊できる運びです。年明け

には、市内の各学校等にも配

布できる予定ですので、お楽し

みに！


