読んでみて！
ジャンル

今月の行事予定
○カンガルーくらぶ
５日（土） 午前１０時３０分～
ママと赤ちゃんのおはなし会
○ＮＬＳ（のうみライブラリーシンフォニー）
１２日（土） 午後４時～６時
※ 日程を変更しています。
○ おはなしレストラン
①２２日（火） 「絵本と哲学」
※ 日程を変更しています。
②１５日（火）語りを学ぶ
午前１０時～１１時３０分
○ 読書会
１５日（火） 午後１時３０分～３時
※ 今月から、第３火曜日に変わります。
『小鳥』（第１４号）を読んで
○ ふれあい広場
１９日（土） 午後１時３０分～４時
「哲学カフェ～絵本のこと話そうか～」
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※くわしくは、中ページをご覧ください。

○アート
２５日（金） 午前１０時～１２時
「時を超えた あそびアート」

○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

されど私の可愛い檸檬
会社を綴る人
草々不一
小説
雨上がり月霞む夜
知覧と指宿枕崎線の間
鯖
ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ （上・下）
こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
将軍家の血筋 （日暮左近事件帖 4）
裏切り （新・秋山久蔵御用控 3）
眠れない凶四郎 １ （耳袋秘帖）
疾風の義賊
小説
（文庫） はやぶさ与力飛翔剣 ２ （影の策士）
密命同心轟三四郎 （空飛ぶ千両箱）
いざ帰りなん （新・古着屋総兵衛 17）
評定所留役秘録 （父鷹子鷹）
荒仏師運慶
天皇〈１２５代〉の歴史
伝記
「日本の伝統」という幻想
歴史
日本の論点 ２０１９～２０
社会
フェイクニュースを科学する
大人の礼服とマナー
実用
イラストでわかる疲れないカラダの使い方図鑑
医学
老後資金は貯めるな！
生活
かぎ針で編む編み込み模様のぺたんこバッグ
手芸
蔵人直伝日本酒つまみ
料理
ティーとアペロ
毎日ラクラク！中高生のお弁当３０４
夜行バスで出かけましょう
産業
おとな美文字のレッスン帖
書道
フツーの会社員だった僕が、青山学院大学を
スポーツ
箱根駅伝優勝に導いた４７の言葉
ほしじいたけほしばあたけ いざ、せんにんやまへ
ばくはなにいろのネコ？
ぶぅぶぅママ
絵本
そんなにいそいでどこいくの？
ぼくはフクロウ
おじいちゃんがペンギンやったとき
もぃもぃ
齋藤孝のイッキによめる！日本の偉人伝
齋藤孝のイッキによめる！世界の偉人伝
まんがでわかる日本の行事１２か月
よみもの
風と行く者 （守り人外伝）
アンダーアース・アンダーウォーター
マップス

作者など

舞城 王太郎/著
朱野 帰子/著
朝井 まかて/著
西條 奈加/著
西村 京太郎/著
赤松 利市/著
Ａ．Ｊ．フィン/著

『鳴き声から調べる
昆虫図鑑』
～おぼえておきたい７５種～
高嶋 清明/著
文一総合出版

前川 奈緒/ノベライズ

藤井 邦夫/著
藤井 邦夫/著
風野 真知雄/著
辻堂 魁/著
藤村 与一郎/著
千野 隆司/著
佐伯 泰英/著
牧 秀彦/著
梓澤 要/著
山本 博文/監修
藤井 青銅/著
大前 研一/著
笹原 和俊/著
文響社/出版
木野村 朱美/著
長尾 義弘/著
アップルミンツ/出版
酒ＧＯ委員会/著
長尾 智子/著
成沢 正胡/著
小川 かりん/さく
越智 知美/著

身近な昆虫75種を取り
上げ、虫の鳴き声にまつわ
るエピソードを写真つきで
紹介する。虫の鳴き声を録
音する方法や、音声ソフト
で音を調べる方法なども掲
載。MP3ファイルの音声
データと動画を収めたパソ
コン用CDつき。
『ほんやのねこ』
ヒグチ ユウコ/絵と文
白泉社

原 晋/著
石川 基子/作
ロジャー・デュボアザン/さく

小路 智子/作
ＫＯＵＴＡ/さく・え
フィリップ・バンティング/作

モラグ・フッド/作
市原 淳/作
齋藤 孝/編
齋藤 孝/編
よだ ひでき/著
上橋 菜穂子/作
アレクサンドラ・ミジェ
リンスカ/作・絵

謎めいた本屋のねこの女
主人は、やってくるさまざま
なお客にどんな本を選ぶの
でしょう? 「せかいいちのね
こ」「いらないねこ」に続く第
3弾。雑誌『MOE』掲載をも
とに単行本化。
★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。

今月の展示★

ライアーＷｉｎｔｅｒコンサート

１２月ふれあい広場

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。
ライアー演奏が始まると、そのひそやかで優しい音色に、来館者たち
も思わず息をひそめて聴き入っていました。ディズニー音楽や、耳なじ
みのあるメロディーを選曲されていたので、小さなお子さんも一緒に楽し
むことができました。
もとはといえば、７月７日に企画していたライアーコンサート。豪雨災
害のためにやむを得ず延期となっていましたが、今回たくさんの方に聴
いていただくことができました。
ＮＬＳのみなさんは、毎月第３土曜日の午後４時～６時に、能美図書
館２階で練習しています。興味のある方は、ぜひ一度体験に来てくだ
さい。
※ １月は１２日（土）に変更しています。

哲学カフェ「絵本のこと話そうか」

◎ 講師：中岡成文さん
（協力：ＥＬＣＡＰ）
◎ 定員：１５名 （申込み必要）
◎ 準備物：絵本を１冊
→何の絵本でも構いません。
現在、手元に絵本をお持ちでないなどの場合は、
図書館でお探しします。お気軽にご相談ください。

わたしのいちおし （１２０）
能美町在住 Ｔさん （６０代）

絵本って、子どもだけのものではないと思いま
せんか？大人も、絵本を開いて笑ったり、感動
したり、ちょっと元気になったり、ちょっと勇気が出
たり・・・。そんな、絵本についてのあれこれ、お
しゃべりしましょう！

ぬいぐるみの
おとまり会 開催！

今年も、「ぬいぐるみのおとまり会」が行われました。
ぬいぐるみたちは、夜の図書館で本だなの整理整とんをしたり、カ
ウンターのお仕事を手伝ってくれました。そして、図書館の中を興味
津々で探検して、一緒に遊んだり、本を読んで過ごしましたよ。そし
て最後にはみんなでクリスマスの大型絵本を読んで記念撮影。
また遊びに来てね！

中岡成文さん
京都大学で哲学を勉強し、現在は地元・岩国に
帰って、様々な哲学対話を行っています。
一般財団法人 哲学相談おんころ代表理事

1月の
ミニ図書館

今月の運転手は
ライムちゃん

『極上の孤独』
下重暁子/著 幻冬舎
まわりに自分を合わせるくらいなら、ひとりでいるほうが何
倍も愉しく充実する。成熟した人間だけが到達できる境地
でもあるー。
自分に置きかえた時に応用が利くことがあり、自分が「こ
れ！」というものがあれば何とか生きていけるものと元気づ
けられたとＴさん。元アナウンサーならではの言葉の伝わり
やすさも魅力の一つで、定年世代だけでなく、若い世代に
も通じる本。ぜひ読んでみて！

（今年の年賀状の写真）

成人式から、高校生・大学生が新たな世界へ羽ばたくシーズンに、ぜひ読んでみてください。
『ブロードキャスト』 湊 かなえ/著
『その情報、本当ですか？』 塚田 祐之/著
『風に恋う』 額賀 澪/著
『死ぬこと以外かすり傷』 箕輪 厚介/著
『未来職安』 柞刈 湯葉/著
『大人のための言い換え力』 石黒 圭/著
『給食アンサンブル』 如月 かずさ/著
『ＡＩ vs.教科書が読めない子どもたち』 新井 紀子/著
『思い出が消えないうちに』 川口 俊和/著
『大人のにほんご事典』 齋藤 孝/著
『世界の終わりの天文台』 リリー・ブルックス=ダルトン/著 『１８歳から考えるワークルール』 道幸 哲也ほか/編
『七〇歳年下の君たちへ』 五木 寛之/著
『フジコ・ヘミング１４歳の夏休み絵日記』 フジコ・ヘミング/著
『あなただけの人生をどう生きるか』 渡辺 和子/著
『その声を力に』 早乙女 勝元/著
『池上彰の未来を拓く君たちへ』 池上 彰/著
『ほぼ命がけサメ図鑑』 沼口 麻子/著
『吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる』 吉本 ばなな/著 『カルピスをつくった男 三島海雲』 山川 徹/著
『立ち直る力』 辻 仁成/著
『わけあって絶滅しました。』 今泉 忠明/監修
『学校に行きたくない君へ』 全国不登校新聞社/編 『デニムさん 気仙沼・オイカワデニムが作る復興のジーンズ』 今関 信子/著

１月のふれあい広場

１月１９日（土） 午後１時３０分～４時
能美図書館 ２階研修室

多くの方から寄せられた年賀状を展示
します。ありがとうございました。
★1月13日（日）には、当選番号の発
表を行います。お楽しみに！

今月は、「小池真理子」です。
1952年東京都生まれ。成蹊大学
文学部卒業。『恋』で直木賞、
『無花果の森』で文化庁芸術選
奨文部科学大臣賞、『沈黙のひ
と』で吉川英治文学賞を受賞。

１月１６日（水）
※ ２日はお休み。
三高会館
１１時～１２時

おはなしレストランの
゛よみきかせの出前”大盛況！
クリスマス前には、「おはなしレストラン」のメン
バーが、市内の保育園や小学校によみきかせ
の出前に行きました！今年は、
『サンタのおまじない』（菊池清/作・絵）
『はろるどのクリスマス』（クロケット・ジョンソン/作）
そして、マジックなどを披露しました。手伝ってくださ
るボランティアの皆さん、いつもありがとうございま
す！

図書館のお花
図書館内のあちこちに飾ってあるお花は、ボランティア
さんが定期的に生けてくれています。お花やグリーンが
あると、ほっとしますよね。
クリスマス前に大きなリースを持ってきてくださった方や、
図書館の本を見て工作した作品を飾ってくださる方など、
図書館は多くの方に大切にされていると感じます。
来年も、皆さんの身近な図書館でありたいと思います。

