
ジャンル

白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の月　１～４ 小野　不由美/著

眠れない凶四郎　３　（耳袋秘帖） 風野　真知雄/著

堅香子の花　（絵草紙屋万葉堂　４） 篠　綾子/著

赤い珊瑚玉　（日暮左近事件帖　７） 藤井　邦夫/著

学問

読書

心理学
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宗教

伝記
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経済

医学

生活

大人絵本

スポーツ

手芸

絵本

よみもの

小説

ねこたんてい　なぞときダヤン

極秘任務はおじょうさま

みつけて！もふ❤にゃんゲームブック

＃ＫｕＴｏｏ

後悔しない「年賀状終活」のすすめ

見てわかる！おひとり様の老後

「段取りが良い人」と「段取りが悪い人」の習慣

はい、さようなら。

日本の戦後を知るための１２人

せとうちスタイル　Ｖｏｌ.１１（２０１９）

日本の論点　２０２０～２１

反日種族主義

地獄耳　１～５

在野研究ビギナーズ

１００歳まで読書

片平　孝/写真・文

濱野　京子/作

シェル・シルヴァスタイン/作

文藝春秋/出版

中川　ひろたか/ぶん

さんかく

目を見て話せない

みちづれの猫

純、文学

工藤　ノリコ/著

ユーモアを生きる 柏木　哲夫/著

福を招く干支のお針仕事

５０過ぎたら、暮らしは単純、気持ちは豊かに

１００円たんけん

ラグビーＷ杯２０１９桜の証言。

はぐれくん、おおきなマルにであう

日本のカタチ

夫のトリセツ

親父の十手を輝かせ　（親子十手捕物控　３）

新・浪人若さま新見左近　４　桜田の悪

まち

人面瘡探偵

黒い豚の毛、白い豚の毛

椿宿の辺りに

星と龍

スタジオポルト/編

きむら　ゆういち/作

薫　くみこ/作

梨木　果歩/著

葉室　麟/著

千早　茜/著

似鳥　鶏/著

唯川　恵/著

北野　武/著

ヨシタケ　シンスケ/作・絵

草谷　桂子/ぶん

鈴木　真理子/著

沖　幸子/著

日本ヴォーグ社/出版

藤田　久美子/著

大前　研一/著

どうなる？これからのお金図鑑 萩原　博子/監修

小杉　健治/著

佐々木　裕一/著

哲学人生問答

ふゆとみずのまほうこおり

ノラネコぐんだんカレーライス

あいうえあそぼうとしょかんで

わたしのわごむはわたさない

夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの

黒川　伊保子/著

岸見　一郎/著

瀬戸内　寂聴/著

池上　彰/著

小説
（文庫）

社会

作品名 作者など

瀬戸内人/出版

小野寺　史宜/著

中山　七里/著

閻　連科/著

和久田　正明/著

荒木　優太/著

轡田　隆史/著

李　栄薫/著

石川　優実/著

澤岡　詩野/著

木谷　倫之/著

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 ３日（火） ねずみの絵本

② １７日（火） 「語りを学ぶ」

午前１０時～１１時３０分

◇ カンガルーくらぶ

７日（土） 午前１０時３０分～

※ ２階で行います。

◇ ふれあい広場

７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。

◇ アート

９日（月） 午前１０時～１２時

「時を超えたあそびアート Ｐａｒｔ２」

◇ 特別イベント「ぬいぐるみのおとまり会」

１４日（土）～１５日（日）

※ 詳しくは中ページをご覧ください。

◇ ＮＬＳ

２１日（土） 午後４時～６時

「癒しの音楽のひととき」

◇ 読書会はお休みです。

今月の行事予定

○能美図書館○

１１月にあたらしく入った本

１２月２８日（土）～１月４日

（土）まで、休館となります。

『はぐれくん、

おおきなマルにであう』

シェル・シルヴァスタイン/作

村上春樹/訳

あすなろ書房

子どもたちの自分をどこか

に連れていってくれるだれか

を待っていた、はぐれくん。あ

る日、おおきなマルに出会

い、「きみはたぶん、じぶんだ

けでころがれるよ」と言われ

…。名作絵本を村上春樹

の新訳で再刊。『ぼくを探し

に』の続編。

『ふゆとみずのまほうこおり』

ふしぎいっぱい写真絵本

片平孝/写真・文

ポプラ社/出版

冬の寒さが、水に魔法を

かけた! 池や湖にはる氷、モ

ザイク模様の氷の結晶、水

辺の木に波しぶきが凍りつ

いた「しぶき氷」…。氷が見

せる多様な姿・形と不思議

な性質を、美しい写真ととも

に紹介します。

読んでみて！

今年も残り少なくなりました。

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！

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



★『クリスマスのふしぎなはこ』長谷川摂子/ぶん

★『いろいろクリスマスツリー』おおでゆかこ/作

★『はたらくくるまたちのクリスマス』シェリー・ダスキー・リンカー/文

★『おじいちゃんがのこしたものは・・・』マイケル・モーパーゴ/文

◇『だじゃれ十二支』中川ひろたか/文

◇『なぜ、かがみもちをかざるの？』千世まゆ子/脚本　【紙芝居】

◇『きょうとあしたのさかいめ』最上一平/作

◇『まるいちきゅうのまるいいちにち』安野光雅/編

『やがて満ちてくる光の』（エッセイ）

『春になったら苺を摘みに』（エッセイ）

『沼地のある森を抜けて』 『裏庭』

『からくさからくさ』

『西の魔女が死んだ』（児童書）

『椿宿の辺りに』

『ぐるりのこと』（エッセイ）

『マジョモリ』（児童書）

◇　もうすぐクリスマス！

◇　今月の作家

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（日）～１月７日（火）

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１１日（土）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、２７日（金）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（日）から開館します。

１２月２８日（土）～１月４日（土） 休館

※ 江田島図書館・大柿図書室も、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。絵本を読ん

で、クリスマス気分を盛り上げよう！

季節の絵本コーナーには、冬の絵

本やお正月向けの絵本もあるよ♪

１２月の

ミニ図書館
今月の運転手は

リンダさん♪

１２月 ４日（水）

１８日（水）

三高会館

１１時～１２時

ぬいぐるみのおとまり会

１２月１４日（土） １０時～１８時

ぬいぐるみのおあずけ

１５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 ７日（土）

★午前１０時３０分～ おはなし会

★午前１１時～ コンサート

（のうみ図書館 ２階研修室）

１２月７日は、カンガルーくらぶのよみきかせと、ＮＬ

Ｓ（のうみライブラリーシンフォニー）のコンサートで、冬

の気分を楽しみませんか。

どなたでも無料で参加できます。 お誘いあわせて

のご来場お待ちしています。

今月の展示
折り紙で作ったよ♪

１１月のふれあい広場では、折り紙で動物を折りました。

折り方を参考に、角と角をあわせて、折り目にあわせて三角に、次は中に折るよ、など

一つ一つ考えながらみんなで折っていきました。

できあがったのは、ゴリラ、キツネ、コアラ、サル、それぞれに目や口を書いてかわいい

動物ができました。

簡単なようで案外むずかしい折り紙。はじめて折るときは、大人でもむずかしかったりし

ますが、できあがるとうれしくなります。図書館には、大人用、こども用、折り紙の本がい

ろいろあります。みなさんも、ぜひ、挑戦してみてください。

【参考図書】

『こども折り紙あそび』（754イ） いしばしなおこ/著（ブティック社）

『５回で折れる！遊べる折り紙』（754ツ） 築地製作所/編・著（ＰＨＰ研究所）

『おりがみパッチワーク』（754フ） 布施知子/著（誠文堂新光社）

『おとぎの国の夢折り紙』（754カ） 川崎敏和/著（朝日出版社）

『おもしろ動物折り紙』（754キ） 木村良寿/著（日貿出版社）

『リアル折り紙』（754フ） 福井久男/著（河出書房新社）

■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。図書館には何冊の本があるのか、どんなお

仕事をしているのか、どうしていろんな行事があるの

か・・・興味しんしんで質問しました。そして、説明を聞

いた後は、さっそくみんなで好きな本を探して借りていき

ましたよ。

これからも、たくさん図書館を利用してね。

今月の作家は「梨木果歩」です。

1959（昭和34）年生まれ。英国に

留学、児童文学者のベティ・モー

ガン・ボーエンに師事。

『小鳥』第15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！

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

Ｗｉｎｔｅｒコンサートと

カンガルーのおはなし会

図書館員のいちおし

『くらべる東西』

おかべ たかし/文

東京書籍/出版

東西に長い日本列島。

東（主に関東）と西（主に関西）の文化や

風俗には様々な違いがあります。

一目で違いが分かるよう写真でたのしく説

明しています。

（担当：山佐）

12月

1月


