
図書館

哲学

伝記

マレーシア　２０１９　（まっぷるマガジン） 昭文社/出版

ドイツ　２０１９　（まっぷるマガジン） 　　〃

　　〃

オーストラリア　２０１９　（まっぷるマガジン） 　　〃

物理学

医学

手芸

料理

鉄道

文学

エッセイ

かえるの天神さん

ぜったいにおしちゃダメ？

ブラウンぼうやのとびきりさいこうのひ
絵本

ビジネス用語図鑑

お金を増やすならこの１本から始めなさい

「国民年金」１５０％トコトン活用術

高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて

生きる場からの哲学入門

天才たちの人生図鑑

北海道から沖縄まで！お得に可愛く！週末女子旅

炎の中の図書館

ウィーン　プラハ・ブダペスト　２０１９　（まっぷるマガジン）

小説
（文庫）

小説

みなみのはてはこおりのくに

出雲神話論

悲しみの秘義　【文庫】

時間は存在しない

国がん東病院発　抗がん剤・放射線治療をしている人のための食事

かぎ針で編むおしゃれな巾着バッグ

えん９３のアイスボックスクッキー

ＪＲ九州と九州の鉄道をゆく

旅行

社会

経済

風　（死ぬがよく候　４）

ママ

風に乗って、跳べ

GAP

女王さまの夜食カフェ　（マカン・マラン　ふたたび）

料理番旅立ちの季節　（新・包丁人侍事件帖　４）

捨て身の大芝居　（大仕掛け悪党狩り　３）

最後の晩ごはん　１３

舞鶴の海を愛した男

まんぷく　（〈料理〉時代小説傑作選）

よろず屋お市　２　深川事件帖

初午祝言　（新・居眠り磐音）

リボンの男

きまぐれな夜食カフェ　（マカン・マラン　みたび）

神津　凛子/著

川端　裕人/著

佐野　晶/著

山崎　ナオコーラ/著

古内　一絵/著

　　〃

西村　京太郎/著

畠中　恵ほか/著

誉田　龍一/著

佐伯　泰英/著

坂岡　真/著

小早川　涼/著

沖田　正午/著

安東　隆司/著

日向　咲嗣/著

椹野　道流/著

スーザン・オーリアン/著

大阪哲学学校/編

山崎　圭一/監修

JTBパブリッシング/出版

岡本　弘子/監修

カルロ・ロヴェッリ/著

後藤　功一/監修

WAVE出版

日野　十成/文

アップルミンツ/出版

えん９３/著

イカロス出版

三浦　佑之/著

若松　英輔/著

よみもの

【ＤＶＤ】　ナミヤ雑貨店の奇蹟

ビル・コッター/さく

イソベル・ハリス/文

いそ　なつの/さく

ジェローム・マーティンほか/文地球について知っておくべき１００のこと

北の海の冒険者　（マジック・ツリーハウス　４７）

斎藤道三　（コミック版日本の歴史　７３）

鉄道のひみつ図鑑

映画クレヨンしんちゃん

メアリー・ポープ・オズボーン/著

加来　耕三/監修

スタジオタッククリエイティブ

トキタ　シオン/著ルフィの大冒険

　　【ＣＤ】　５×２０　ＡＲＡＳＨＩ/歌

　　　　　　ディズニープリンセス・ベスト

　　　　　羊と鋼の森

　　　　　ビブリア古書堂の事件手帖

　　　　　朗読ライブラリー　（市原悦子/朗読）

こんな夜更けにバナナかよ

今年も、能美図書館宛にたくさんの年賀状が届き

ました。ありがとうございました。

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～
ママと赤ちゃんのおはなし会

○おはなしレストラン

① ４日（火） 午前１０時～１１時３０分

「外へ出たくなる絵本」「詩をよもう」

②１８日（火） 午前１０時～１１時３０分

「語りを学ぶ」

○アート

１０日（月） 午前１０時～１２時

「時を超えたあそびアート Part２」

〇ふれあい広場

1５日（土） 午後２時～４時

「哲学カフェ」

※くわしくは中ページをご覧ください。

○ＮＬＳ （のうみライブラリーシンフォニー）

２２日（土）午後４時～６時

※変更しています。

○読書会

１８日（火） 午後１時３０分～３時

童話『ないたあかおに』を読む

今月の行事予定

○能美図書館○

１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

『時間は存在しない』

カルロ・ロヴェッリ/著

冨永 星/訳

ＮＨＫ出版

“ホーキングの再来”と評さ

れる天才物理学者が、「物

理学的に時間は存在しな

い」という考察を展開するとと

もに、それにもかかわらず私

たちはなぜ時間が存在する

ように感じるのかを、哲学や

脳科学などの知見を援用し

て論じる。

『かえるの天神さん』

日野十成/文

斎藤 隆夫/絵

福音館書店

優れた学者のミチザネさ

んは、トキヒラ公の企みにより

無実の罪をきせられ、太宰

府へ追放されて死んでしまう。

無念のミチザネさんは、この

ままではおさまらず…。「天

神さん」の物語を、親しみや

すいかえるの姿で楽しめる

絵本。

読んでみて！

のうみ図書館

だより



『哲学の世界へようこそ。』 岡本　裕一朗/著

『だったら哲学があるじゃない！』 マリー・ロベール/著

『哲学人生問答』 岸見　一郎/著

『５歳からの哲学』 ベリーズ・ゴート/著

『１００歳時代の新しい介護哲学』 久田　恵/編著

『「幸せ」になるための哲学の言葉』 小川　仁志/監修

『君たちはどう生きるか』 吉野　源三郎/著

『ぼくらの哲学』 青山　繁晴/著

『新しい哲学を語る』 梅原　猛/著

『１０代からの哲学図鑑』 マーカス・ウィークス/著

『やまと言葉で<日本>を思想する』 竹内　整一/著

『哲学用語図鑑』 田中　正人/著

　　ほか

『罪と祈り』　実業之日本社

『宿命と真実の炎』　幻冬舎

『線は、僕を描く』 砥上　裕將/著 『壁の男』　文藝春秋

『店長がバカすぎて』 早見　和真/著 『ドミノ倒し』　東京創元社

『夏物語』 川上　未映子/著 『新月譚』　文藝春秋

『熱源』　（直木賞受賞） 川越　宗一/著 『乱反射』　朝日新聞出版

『ライオンのおやつ』 小川　糸/著 『夜想』　文藝春秋

【江田島図書館所蔵】 『ミハスの落日』　新潮社

『ノースライト』 横山　秀夫/著 ほか

青柳　碧人/著

チョコレート作りも、図書館の本にお任せ！
『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』　えもじょわ/著

『夢のゴージャスチョコレシピ』　木村　幸子/著　３ｓｔｅｐ・５ｓｔｅｐでかんたん

『ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ　ＢＡＫＥ』　ムラヨシ　マサユキ/著　板チョコで作れるクッキー・マフィン・ケーキ

『はじめてでもかんたん！ＨＡＰＰＹ♥友チョコ』　中村　陽子/著
『おいしいチョコレートのレシピ』　小田　真規子/料理　板チョコやココアでできる簡単お菓子がいっぱい！

　　ほか

『むかしむかしあるところに、死体がありました。』

【能美図書館所蔵】

『哲学の世界へようこそ。』

岡本 裕一朗/著

ポプラ社/出版

哲学の先生が伝える、現代を理解し、より

よく生きるための8つのレッスン。ある物事や

事象に対し、まず「直感」をもとに立場を決

め、それを正当化しうる「理屈」を組み立てる

方法を紹介する。答えのない時代を生きる

ための思考法

２月の

ミニ図書館

今月の運転手は

きんかんちゃん！

２月 ５日（水）

１９日（水）

三高会館

１１時～１２時

哲学カフェ

「もしも、図書館が消えたなら」

令和２年 ２月１５日（土）

午後２時～４時

講師：上村 崇さん
（協力：ＥＬＣＡＰの皆さん）

定員：大人１３名（要予約）

場所：能美図書館 ２階研修室

“哲学”って知ってる？

本屋大賞２０１９ノミネート作品

“全国書店員が選んだ いちばん！売りたい本”のノミネート作

品が発表されました。

このほかのノミネート作品も、すべて入荷する予定です。ぜひ

読んでみてください。

毛糸をつかってネズミを作ったよ♪

１月１８日のふれあい広場では、毛糸のポンポンで、ハリネズミを作りました。

型に毛糸を巻き付けるのが、難しかったようですが、なんとか、参加者全員が親のハリネズミを完成させることが出

来ました。 各々、違った表情の愛らしいハリネズミに満足そうでした。子どものハリネズミは、自宅に帰られてから

作ってもらえたと思います。

図書館には、ポンポンを使った手芸の本もありますので、あなたも挑戦されてみませんか。

2月のふれあい広場

「図書館って、何のためにあるのだろう？誰のためにあるの

だろう？もしも、図書館が消えたなら・・・」

一緒に想像して考えてみませんか。

哲学カフェは、情報交換や答えを出すことが目的ではなく、

対話を楽しむものです。哲学の知識がなくても、初めての参

加でも大丈夫です。

ＥＬＣＡＰ：えたじま・ローカル・カルチャー・アート・フィロソフィー

今月の展示

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

年度末整理のお知らせ
３月９日（月）～１１日（水）は、年度末整理のため休館します。
※１２日は木曜休館のため、９日（月）～１２日（木）が休館となります。

この期間中は図書館を休館し、所蔵資料の総点検を行います。書架のすべ

ての本、ＣＤ・ＤＶＤなどのバーコードを読み取って、コンピュータのデータと照らし

合わせ、不明になっている本や、間違った場所に置かれている本がないか

チェックします。

休館中には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。な

お、江田島図書館、大柿図書室は開館していますのでご利用ください。

図書館員のいちおし

『ももいろのきりん』

中川 李枝子/さく

福音館書店/出版

るるこちゃんは、お母さんからもらった大きな桃色の紙で

きりんを作り、「キリカ」と名付けました。クレヨンで目と口を

かくと、キリカはしゃべりはじめ、動き出します・・・。

作ることの楽しさや、想像力を掻き立ててくれる素敵な

物語です。

（担当：西岡）

今月の作家「貫井徳郎」
1968年東京都生まれ。早稲田大学商

学部卒業。93年『慟哭』で作家デビュー。

2010年『乱反射』で日本推理作家協会

賞を受賞。


