
ジャンル

歴史

福祉

建築

手芸

美容

芸能

エッセイ

ジョシュ・ファンク/ぶん

松原　立恵/著

圧力鍋の大絶賛レシピ

鈴木　香里武/著

デイビッド・セイン/著

パリ在住の料理人が教えるもらって嬉しいチョコレートレシピ

菅田　將暉/歌

イカルス渡辺ほか/歌

飛行機のサバイバル　２

桃太郎は盗人なのか？

英語、苦手かも…？と思ったときに読む本

ゴムドリｃｏ．/文

倉持　よつば/著

共同通信社/編

血染めの宝船　（飛猿彦次人情噺　2）

しくじり日本史ざんねんな偉人１００ 小和田　哲男/監修

大人のカタチを語ろう。 伊集院　静/著

毎日使えるバッグ＆インテリアこもの 藤岡　幸子/著

旅する建築家　隈研吾の魅力 田實　碧/著

ＬＯＶＥ

豪華てんこ盛りお子様ソング

心をつかむ文章は日本史に学べ 加来　耕三/著

けんけつのはなし 中川　ひろたか/さく

シークレット・ウォーズ　（上・下） スティーブ・コール/著

老人ホームのお金と探し方 小嶋　勝利/編著

わたしたち、海でヘンタイするんです。

小説

黒武御神火御殿　（三島屋変調百物語　6） 宮部　みゆき/著

わたしの美しい庭 凪良　ゆう/著

老警 古野　まほろ/著

歩道橋シネマ 恩田　陸/著

せき越えぬ 西條　奈加/著

沃野の刑事 堂場　瞬一/著

坂の上の赤い屋根 真梨　幸子/著

作品名 作者など

繰綿の幻　（おれは一万石　11） 千野　隆司/著

希みの文　（風の市兵衛　2-26） 辻堂　魁/著

我らの流儀　（火盗改宇佐見伸介　2） 志木沢　郁/著

忍び恋　（新・秋山久蔵御用控　6） 藤井　邦夫/著

小説
（文庫）

でてきた　でてきた　はっぱのあかちゃん　（かがくのとも） 高柳　芳恵/ぶん

ふたりママの家で

牛尾　理恵/著

アイナ・ベスタルド/著

顔のたるみでもう悩まない美習慣

チオベンの揚げもの煮もの 山本　千織/著

こんにちは！あたらしいいのち

怪盗鼠推参　4 稲葉　稔/著

恋する仕立て屋 和久田　正明/著

パトリシア・ポラッコ/絵・文

伝記

岡本　さとる/著

突きの鬼一　5 鈴木　英治/著

居酒屋お夏　10

鳥羽　亮/著

パティスリー幸福堂書店はじめました　3 秦本　幸弥/著

平成をあるく

明智光秀の足跡をたどる旅 東京ニュース通信社/出版

８０５０問題 黒川　祥子/著

ＣＤ

よみもの

絵本

料理

いいことだけ考えるー市原悦子のことばー

社会

沢部　ひとみ/著

えもじょわ/著

生前対策まるわかりＢＯＯＫ 黒田　泰/ほか著

マルをさがして 山本　久美子/さく・え

あいぼうはどこへ？

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

※ 今月はお休みです。

○ おはなしレストラン

①７日（火）・「きょうだい」絵本

・『小鳥』を読もう

②２１日（火）語りを学ぶ

午前１０時～１１時３０分

○ ふれあい広場

１８日（土） 午後２時～

「毛糸をつかってねずみを作ろう」

※くわしくは、中ページをご覧ください。

○ ＮＬＳ

１８日（土） 午後４時～６時

「癒しの音楽のひととき」

○ アート

２０日（月） 午前１０時～１２時

※ 日程を変更しています。

「時を超えたあそびアート Ｐａｒｔ２」

○ 読書会

２１日（火） 午後１時３０分～３時

「『小鳥』（第１５号）を読んで」

今月の行事予定

○能美図書館○

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 31

『シークレット・ウォーズ』上・下

スティーブ・コール/著

笠井 亮平/訳

白水社

「9.11」以降、アフガニスタ

ンとパキスタンを舞台に、ア

メリカ・CIAなどのインテリジェ

ンス機関や各国政府・軍が

繰り広げた「見えざる闘い」。

上は、2001年から2009年ま

でを、下は、2010年から2014

年までを、圧倒的な臨場感

と情報量で描く。

『巨男（おおおとこ）の話』

新美 南吉/作

津田 真帆/絵

大日本図書

巨男とお母さんの魔女は、

遠くの森の中に住んでいまし

た。ある日、お姫様と侍女た

ちが道に迷って巨男の家に

やってくると、魔女が魔法で

お姫様を白鳥に変えてしまい

…。小学校低学年から大

人まで幅広く楽しめる清新な

南吉絵本。

★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。

読んでみて！

『小鳥』第１５号

発刊しました！

今年も、多くの皆様から作品を

ご応募いただき、ありがとうござい

ました。市内各図書館や市民セ

ンター等にも置いていますので、

ぜひご一読ください。



『ノーサイド・ゲーム』　池井戸　潤/著

『死にがいを求めて生きているの』　朝井　リョウ/著 『死ぬんじゃねーぞ！！』　中川　翔子/著

『線は、僕を描く』　砥上　裕將/著 『本当の「頭のよさ」ってなんだろう？』　齋藤　孝/著

『本と鍵の季節』　米澤　穂信/著 『人をつくる読書術』　佐藤　優/著

『空は逃げない』　まはら　三桃/著 『１４歳からの政治入門』　池上　彰/著

『ビッグ・クエスチョン』　スティーブン・ホーキング/編

『９月１日　母からのバトン』　内田　也哉子/著 『平和のバトン』　弓狩　匡純/著

『「空気」を読んでも従わない』　鴻上　尚史/著 『ふるさとって呼んでもいいですか』　ナディ/著

『脱・呪縛』　鎌田　實/著 『地球生まれで旅育ち』　ヤマザキ　マリ/著

『南極ではたらく』　渡貫　淳子/著

『何のための「教養」か』　桑子　敏雄/著 『どん底からの甲子園』　タイムリー編集部/編

『未来を生きるスキル』　鈴木　謙介/編

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』　ブレイディみかこ/著

『世界のはての少年』　ジェラルディン・マコックラン/著

『きみを変える５０の名言』　佐久間　博/著

『空ニ吸ハレシ１５ノココロ』　園田　由紀子/著

1月の

ミニ図書館

今月の運転手は

ライムちゃん

レモンくんの妹。おしゃれが大好き！

１月１５日（水）
※ １日はお休み。

三高会館
１１時～１２時

今年もＮ．Ｌ．Ｓ（のうみライブラリーシンフォニー）によ

るＷｉｎｔｅｒコンサートが開かれました。今回は、ライアー

のほかに、フルートや電子ピアノ、あまり目にする機

会のないハープも加え、とても豪華なコンサートとなり

ました。

まずは、ハープで「メロディ」、続いてライアーで、お

なじみとなった「ウミホタル」や「シチリアーニ」「はにゅ

うの宿」「いつも何度でも」などを披露。それから、ゲ

ストフルートの沖吉先生を迎えて「ホール・ニュー・

ワールド」や「レット・イット・ゴー（ありのままで）」など、

子どもたちにも大人気の曲を演奏していただきました。

コンサートのあとは、来場者にもライアーに触れても

らえるよう、ライアー体験の時間をもうけました。子ども

もおとなも、その優しい音色を楽しみ、満足そうでした。

Ｗｉｎｔｅｒコンサート １２月ふれあい広場

１月のふれあい広場

毛糸をつかって を作ろう

１月１８日（土） 午後２時～４時
能美図書館 ２階研修室

定員：１２名 参加費：１００円

※ 予約が必要です。どなたでも参加できますが、

小さいお子さんは保護者同伴でご参加ください。

今月の展示★

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11日（土）には、当選番号の発

表を行います。お楽しみに！

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。ま

た、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。最後にはみんなで大

型絵本を読んで記念撮影。

また遊びに来てね！

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。

1913（大正２）年愛知県生まれ。幼くして母を亡く

し、養子に出されるなど寂しい子ども時代を送る。

長じてからは健康に恵まれず、初めての童話集を

出した翌年２９歳で短い生涯を終える。

『ごんぎつね』『手袋を買いに』など、多くのすぐれ

た児童文学作品を残した。

図書館員のいちおし

『疲労回復ストレッチ』

小林 邦之/監修

成美堂出版

体を鍛えるためでも、体を絞るためでもない、ずっと体に

付きまとう疲労感を取り除くための、即効性のあるストレッチ

が紹介されています。「あれ？疲れているな・・・」と感じる

ことはありませんか？気づいた時に、オフィスで椅子に座っ

たまま、立ち上がったついでに、移動中や家事の合間に、

その日のうちにお疲れリセットしましょう。 （担当：高森）

ぬいぐるみの

おとまり会 開催！


