
【展示】　世界に誇れる日本の仕事

ほか

【今月の作家】　美輪明宏

ほか

一般書

児童書

『心の嵐を青空に』 家の光協会

『乙女の教室』 集英社

『人生学校虎の巻』正・続 家の光協会

『生きるって簡単』 佼成出版社

『美輪明宏のおしゃれ大図鑑』 集英社

『戦争と平和愛のメッセージ』 岩波書店

『愛の話幸福の話』 集英社

『刃物たるべく』 土田　昇/著 みすず書房

『はな、茶の湯に出会う』 はな/著 淡交社

『IKIGAI』 茂木　健一郎/著 新潮社

『至高の靴職人』 竹川　圭/著 小学館

『文字を作る仕事』 鳥海　修/著 晶文社

『「技」の巨匠１００人』 世界文化社

『江戸のしごとば』　１～３巻 秋山　浩子/文 汐文社

『しごとば』シリーズ 鈴木　のりたけ/作 ブロンズ新社

『調べてみよう！日本の職人伝統のワザ』　１～７巻 学研教育出版

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/

〇カンガルーくらぶ

７日（土） 午前１０時３０分～

○おはなしレストラン

① 祝日のためお休みです。

② １７日（火） 語りを学ぶ

午前１０時～１２時

〇アート
９日（月） 午前１０時～１２時
「あそびアートｄｅ

いのちのレッスン」
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第１５回図書館フェスタ開催！
今年も、多くの皆さまのご参加ありがとうございました。

今月の展示

図書館員のいちおし

『うまれたよ！イモリ』

関 慎太郎/写真・文

岩崎書店/出版
小さな浅い池、水草にうみつけられた卵から飛び出したの

はイモリの子。毎日えものを追いかけて、たくさん食べ、３セ

ンチくらいになると・・・。 誕生や成長の様子が大きな写

真で紹介された命のドラマに感動します。 （担当：関本）

「よみきかせ いきものしゃしんえほん」シリーズは３５冊あります。

ぜひ読んでみて！

１１月１日は「古典の日」です

〇能美図書館〇

個人貸出 図書６冊、雑誌２冊
ＣＤ・ＤＶＤ（合わせて２点）

貸出期間 １５日間

１１月の

行事予定

○ふれあい広場

１４日（土） 午後２時～３時

「まつぼっくりで、ハリネズミを作ろう」

対象：小学生６名（要予約）

〇ＮＬＳ （のうみライブラリーシンフォニー）

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。

１１月の

ミニ図書館
◆大柿市民センター整備事業に伴い、大柿図書室は１０

月から休室しています。休室中、本庁１階市民生活課で、

予約した図書・雑誌の貸出・返却を行いますので、ご利用

ください。

また、１１月１８日（水）から、本庁１階ロビーでミニ図書館

を行いますので、あわせてご利用ください。

毎月第１・３水曜日

午前１１時～１２時 三高会館

午後 ２時～３時 本庁１階ロビー （11/18～）

今月の運転手は

はっさくさん♪
しっかり者のお姉さん。

料理が得意！

１１月 ４日（水）

１８日（水）

三高会館

１１時～１２時

本庁１階ロビー

１４時～１５時

例年に比べ、少し人が少ないように感じられましたが、9時30

分開始の古本リサイクル市には、大勢の方が並んで待ってお

られ、保存期限の切れた雑誌や、図書館に登録できない図

書などを、引き取っていただきました。

展示コーナーには「いつか行きたい旅の本」をテーマに、日

本や世界の名所や、行ってみたい空想の場所を描いた絵本

などを展示し、多くの方に見ていただきました。

また、紙ひこうき作りや、切り絵工作、難読漢字クイズなど、

様々な企画をご用意し、楽しんでいただきました。

多くの皆さまのご参加ありがとうございました。

１９３５年、長崎市生まれ。国立音大付属高校

中退。１６歳でプロ歌手としてデビュー。１９５７年

「メケメケ」、１９６６年「ヨイトマケの唄」が大ヒットと

なる。１９６７年、演劇実験室「天井桟敷」旗揚げ

公演に参加、『青森縣のせむし男』に主演。以降、

演劇・リサイタル・テレビ・ラジオ・講演活動などで

幅広く活躍。１９９７年『双頭の鷲』のエリザベート

役に対し、読売演劇大賞優秀賞を受賞。

時空を超えた人言の叡智の結晶 — 古典。

「古典の日」は源氏物語千年紀を記念して2008年

11月1日に京都で宣言されました。

日本古典文学のベストセラーが、現代語訳と原

文で読める「日本の古典をよむ」シリーズ（小学館全

２０巻）など、読書の秋に、いかがですか。

『古事記』『日本書紀』『万葉集』『古今和歌集』

『竹取物語』『枕草子』『源氏物語』『今昔物語集』

『平家物語』『方丈記』『宇治拾遺物語』ほか。

１１月２３日は勤労感謝の日ですね。日本には、世界に誇れるすば

らしい職人技があります。この機会に、ぜひ読んでみてください。



一般書
交通

工作

〈読んだふりしたけど〉ぶっちゃけよく分からん、

あの名作小説を面白く読む方法

外国小説網内人 陳　浩基/著 文藝春秋 詩歌

児童書

情報

歴史

地理

経済

防災
よみもの

えほん

園芸

芸術

文学

エッセイ

おとうさんのかお 岩瀬　成子/作 佼成出版社

セラピードッグのハナとわたし 堀　直子/作 文研出版

水族館のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．/文 朝日新聞出版

ブラックホールの飼い方 ミシェル・クエヴァス/作 小学館

ママ、どっちがすき？ 織田　りねん/作 パイインターナショナル

昔のお仕事大図鑑 小泉　和子/監修 日本図書センター

おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルグ/作 徳間書店

ぼくんちのおふろやさん とよた　かずひこ/作・絵 ひさかたチャイルド

いろんなたまご クララ・コルマン/さく 大日本絵画

おもちゃになりたいにんじん 岩神　愛/作・絵 岩崎書店

アルフィー ティラ・ヒーダー/作 絵本塾出版

あるヘラジカの物語 鈴木　まもる/絵と文 あすなろ書房

日本どっちからよんでも 本村　亜美/文 絵本館

ぷしゅぷしゅどこいった？ テレビ東京/著 主婦の友社

なぞなぞのにわ 石津　ちひろ/なぞなぞ 偕成社

はたらくくるまたちのかいたいこうじ シェリー・ダスキー・リンカー/文 ひさかたチャイルド

夫の後始末　続 曽野　綾子/著 講談社

作家の贅沢すぎる時間 伊集院　静/著 双葉社

三宅　香帆/著 笠間書院

たべるたのしみ 甲斐　みのり/著 ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ

絵を描くための鳥の写真集 宮本　桂/撮影 マール社

超シルバー川柳　あっぱれ百歳編 みやぎシルバーネット/編 河出書房新社

主婦の友社

無敵の“家（うち）キャン”レシピ ＡＬＰＨＡ　ＴＥＣ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

晩酌わくわく！アイデアレシピ

鈴木　敏夫/著

Ｐヴァイン

チーズのひと皿 Ｓｃａｌｅｓ/著 立東舎

和食屋が教える、劇的に旨い家ごはん

パリッコ/著

笠原　将弘/著

ＤＩＹの手作りガーデンＢＯＯＫ ブティック社

新・映画道楽　（文庫） ＫＡＤＯＫＡＷＡ

魔法のてぬきごはん てぬキッチン/著 ワニブックス

たのしい路上園芸観察 村田　あやこ/著 グラフィック社

相克のイデア 前田　育男/著 日経ＢＰ

お気に入りのものでできる手作りエコバッグ 寺西　恵里子/著 日東書院本社

セルフリノベーションの教科書Ｐｒｅｍｉｕｍ 坂田　夏水/著 誠文堂新光社

放っておくとこわい症状大全 秋津　壽男/著 ダイヤモンド社

親子で考える「子宮頸がん」と「女性のカラダ」 太田　寛/著 日東書院本社

昆虫のすごい世界 丸山　宗利/監修 平凡社

消えゆく動物 ジョエル・サートレイ/写真・著 日経ナショナルジオグラフィック社

おうち備蓄と防災のアイデア帖 島本　美由紀/著 パイインターナショナル

夜に飲むリカバリースープ 浜内　千波/著 ＷＡＶＥ出版

マイホーム ｔｏｏｌｂｏｘ/著 美術出版社

マンモスの帰還と蘇る絶滅動物たち トーリル・コーンフェルト/著 エイアンドエフ

レクリエ　２０２０～２０２１特別号 世界文化ライフケア

レクリエ　２０２０ー１１・１２月 世界文化ライフケア

いまはそれアウトです！ 菊間　千乃/著 アスコム

「働く喜び」の喪失 荒川　敏彦/著 現代書館

まちの未来を描く！自治体のＳＤＧｓ 高木　超/著 学陽書房

反日種族主義との闘争 李　栄薫/編著 文藝春秋

絶対に挫折しない日本史 古市　憲寿/著 新潮社

広島のトリセツ 昭文社

ＳＮＳ暴力 毎日新聞取材班/著 毎日新聞出版

佐々木　裕一/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

新・入り婿侍商い帖　２ 千野　隆司/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

お誕生会クロニクル 古内　一絵/著 光文社

ＯＫＩ 杉山　隆男/著 扶桑社

半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸　潤/著 講談社

やがて訪れる春のために はらだ　みずき/著 新潮社

芦沢　央/著 文藝春秋

今も未来も変わらない 長嶋　有/著 中央公論新社

あかり野牧場 本城　雅人/著 祥伝社

始まりの木 夏川　草介/著 小学館

スター 朝井　リョウ/著 朝日新聞出版

デルタの羊 塩田　武士/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

Ａｎｏｔｈｅｒ　２００１ 綾辻　行人/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

料理

小説

もっこすの城 伊東　潤/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

隣はシリアルキラー 中山　七里/著 集英社

汚れた手をそこで拭かない

小説
（文庫）

会社四季報　２０２０年４集秋号 東洋経済新報社

社会

福祉

自然科学

医学

住まい

乱癒えず　（新・吉原裏同心抄　３） 佐伯　泰英/著 光文社

氷の牙　（八丁堀つむじ風　７） 和久田　正明/著 光文社

眠れない凶四郎　４　（耳袋秘帳シリーズ） 風野　真知雄/著 文藝春秋

出世商人　１ 千野　隆司/著 文藝春秋

遥かに届くきみの聲 大橋　崇行/著 双葉社

消えた姫君　（身代わり若殿葉月定光　６）

１０月にあたらしく入った本

１０月２７日～１１月９日は読書週間です。

秋の夜長に、読書を楽しみませんか。

ぜひ、図書館をご利用ください。


