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■ 絵本の会

① １日（火） 干支・うしの絵本

② １５日（火） 語りを学ぶ

午前１０時～１２時

■ カンガルーくらぶ

５日（土） 午前１０時３０分～

■ ふれあい広場

５日（土） 午後１時３０分～

「フェルトでクリスマスオーナメント

を作ろう」

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応募用紙、

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（火）～１月８日（金）

年明けの１月５日（火）より、能美図書館にて

展示します。また、１月９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

１２月２８日（月）～１月４日（月）は、

年末年始のため休館します。

年末年始は、絶好の読書時間。今年話題だった本、

じっくり読み返したい長編シリーズのほか、お節料

理の作り方や大掃除の指南書、もう一度見たかった

映画のＤＶＤなど、ぜひ図書館をご利用ください。

今年も 『小鳥』第16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。
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図書の消毒器を設置しました。

菌や臭い、ほこりや髪の毛・ダニなどを取り除き

ます。 一度に６冊まで、スイッチを押して３０秒

で完了です。ぜひご利用ください。

貸し出しの際、カウンターでの対応をできるだけ

短くするため、利用者カードをご提示ください。（利

用者カードを紛失した場合は、再発行ができます

ので、お申し出ください）

１２月の

行事予定

■ アート

１４日（月） 午前１０時～１２時

「あそびアートｄｅ

いのちのレッスン」

■ ＮＬＳ

１９日（土） 午後４時～６時

■ 特別イベント

「ぬいぐるみのおとまり会」

１９日（土）～２０日（日）
12/28（月）～1/4（月）は

年末年始のため休館します。

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

１２月の

ミニ図書館

今月の運転手は

リンダさん♪
マンダリンオレンジのリンダさん。

情熱的でダンスが得意。

１２月 ２日（水）

１６日（水）

三高会館

１１時～１２時

本庁１階ロビー

１４時～１５時

今月の展示
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図書館員のいちおし

『まんがでわかる日本の行事１２か月』

よだ ひでき/著

ブティック社/出版

初もうで、ひな祭り、端午の節句など、いろいろな事柄に

ついて、月ごとにまんがでわかりやすく解説しています。一つ

一つの行事の楽しさがずっと増します。

この季節、親子で楽しむ機会を増やしたい方にオススメで

す！（担当：志茂）

今月の作家
【クリスマスの本】

もうすぐクリスマス！子どもだけでなく、大人もクリスマスを楽しみ

ましょう♪絵本だけでなく、クリスマスを盛り上げる工作や手芸の

本、クリスマスの事典などもあります。

『図説クリスマス百科事典』 ジェリー・ボウラー/著 柊風舎

クリスマスに関する世界各国の伝統、風習・祭り、食べ物、

文学、芸能、映画、讃美歌・キャロル、人名などの項目で

まとめた百科事典。

『サンタクロースの辞典』

グレゴアール・ソロタレフ/画と文 朝日新聞社

奇想天外におもしろいサンタクロースの暮らしぶりを紹介。

真っ赤なものが大好きで、意外なほど気まじめで、恥ずかし

がりやで・・・。 ほか

室井滋 （むろい しげる）

富山県生まれ。早稲田大学在学中に「風

の歌を聴け」でスクリーンデビュー。数々の映

画賞受賞のほか、『むかつくぜ！』を発刊以

来、著書多数。『しげちゃん』（金の星社）で

絵本原作デビューし、同年より絵本ライブを

全国で開催。

『すきま地蔵』 白泉社

『ウリオ』 世界文化社

『しげちゃん』 金の星社

『ロケ隊はヒィ～』 文藝春秋

『キトキトの魚』 文藝春秋 ほか

行事あんない

１１月のふれあい広場では、まつぼっくりと紙ねん

どを使って、ハリネズミを作りました。

能美図書館の周りには、まつぼっくりやドングリなどがたく

さん落ちています。季節の工作を、お家でも楽しんでね。

１２月のふれあい広場では、フェルト２枚を縫い合わせて

クリスマスオーナメントを１０種類作ります。対象は大人６名

となっていますので、お早めにご予約ください。

１２月５日（土） １３：３０～

ぬいぐるみのお泊り会は、小学生以下の子ども２０名まで

です。カウンターでお申し込みください。

１２月１９日（土）～２０日（日）



一般書
小麦の法廷 木内　一裕/著 講談社 教育費＆子育て費　賢い家族のお金の新ルール 前野　彩/著 日経BP

ふたりでちょうど200％ 町屋　良平/著 河出書房新社 こどものニットこもの ブティック社

みがわり 青山　七恵/著 幻冬舎 今すぐ作りたいビーズリング１８７点 奥　美有紀/著 ブティック社

彼らは世界にはなればなれに立っている 太田　愛/著 KADOKAWA 働くセーター 保里　尚美/著

いつの空にも星が出ていた 佐藤　多佳子/著 講談社 クリスマスモチーフ＆オーナメント アップルミンツ

屋根の上のおばあちゃん 藤田　芳康/著 河出書房新社 マルティナさんのカラフル糸で編むレッグウェア 梅村　マルティナ/著 NHK出版

八月の銀の雪 伊与原　新/著 新潮社 ５０過ぎたら、住まいは安全、そうじは要領 沖　幸子/著 祥伝社

もしかしてひょっとして 大崎　梢/著 光文社 美容 いい白髪ケア、やばい白髪ケア 伊熊　奈美/著 小学館

鬼人幻燈抄　５　（明治篇）徒花 中西　モトオ/著 双葉社 誰も教えなくなった、料理きほんのき 鈴木　登紀子/著 小学館

龍神の子どもたち 乾　ルカ/著 祥伝社 ハーブと薬味のごちそうレシピ 若井　めぐみ/著 三空出版

谷根千ミステリ散歩 東川　篤哉/著 KADOKAWA コウノドリはじめての妊娠・出産ガイド 鈴ノ木　ユウ/絵 講談社

春風同心十手日記　１ 佐々木　裕一/著 小学館 おかあさんライフ。 たかぎ　なおこ/著 KADOKAWA

鉄の絆　（若鷹武芸帖　７） 岡本　さとる/著 光文社 マンガでわかるイヌの気持ちがおもしろいほどわかる本にゃんとまた旅　ねこまき/マンガ扶桑社

駆込み女　（はぐれ又兵衛例繰控　１） 坂岡　真/著 双葉社 マンガでわかるネコの気持ちがおもしろいほどわかる本にゃんとまた旅　ねこまき/マンガ扶桑社

鯖断ち　（はぐれ又兵衛例繰控　２） 坂岡　真/著 双葉社 まんが ONE PIECE　巻９７ 尾田　栄一郎/著 集英社

新・浪人若さま新見左近　６　恨みの剣 佐々木　裕一/著 双葉社 色の楽しみ 暮らしの図鑑編集部/編 翔泳社

踊る小判　（闇御庭番　７） 早見　俊/著 光文社 民藝と手仕事 暮らしの図書編集部/編 翔泳社

紅の牙　（八丁堀つむじ風　８） 和久田　正明/著 光文社 〈敵〉と呼ばれても ジョージ・タケイ/著 作品社

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　１３ 望月　麻衣/著 KADOKAWA 初心者のためのライア教則本 ゲルハルト・バイルハルツ/著 イザラ書房

ご隠居は福の神　４　いのちの種 井川　香四郎/著 二見書房 おうちでキャンプｗｉｔｈキッズ

くもの頭領　（公家武者信平　９） 佐々木　裕一/著 講談社 エッセイ 今日の人生　２ 益田　ミリ/著 ミシマ社

狐のちょうちん　(公家武者信平　ことはじめ　１） 佐々木　裕一/著 講談社 手記 元女子高生、パパになる 杉山　文野/著 文藝春秋

江戸は浅草　３　（桃と桜） 知野　みさき/著 講談社

熱血一刀流　３　（希望） 岡本　さとる/著 角川春樹事務所 児童書
剣鬼攻防　（介錯人・父子斬日譚　４） 鳥羽　亮/著 祥伝社 レミーさんのひきだし 斉藤　倫/作 小学館

古傷痕　（新・知らぬが半兵衛手控帖　１１） 藤井　邦夫/著 双葉社 ふゆごもりのまえに ジャン・ブレット/作 福音館書店

寒紅と恋　（小間もの丸藤看板姉妹　３） 宮本　紀子/著 角川春樹事務所 サンタさんのおとしもの 三浦　太郎/作 あすなろ書房

ひかりの魔女　３　さっちゃんの巻 山本　甲士/著 双葉社 なにしてるの？ 鈴木　まもる/作 ポプラ社

心理学 弥永　英晃/著 大和出版 サンタクロースっているの？ いもと　ようこ/絵・訳 金の星社

伝記 「悪」が変えた世界史　上・下 ヴィクトル・バタジオン/編 原書房 きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん なかや　みわ/さく 小学館

絵はがきにされた少年　 藤原　章生/著 柏艪舎 もりねこ くさか　みなこ/文 文研出版

いちばんわかりやすい確定申告の書き方 土屋　裕昭/監修 ダイヤモンド社 ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ピム・ラマース/ぶん ほるぷ出版

女のお悩み動物園 ジェーン・スー/著 小学館 バスザウルス 五十嵐　大介/著 亜紀書房

親子で話そう！性教育 浅井　春夫/監修 朝日新聞出版 スマイルショップ きたむら　さとし/作 岩波書店

女子少年院の少女たち 中村　すえこ/著 さくら舎 講談社/編 講談社

育児 てぃ先生/著 ダイヤモンド社 うごきません。 大塚　健太/作

いまさら恐竜入門 田中　康平/監修 西東社 やっこさんのけんか 殿内　真帆/作・絵 フレーベル館

日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑 植田　睦之/監修 じごくわらしがくるぞ！ 塚本　やすし/作

自律神経を整える１分おまじない 里見　英子/監修 主婦の友社 どう解く？ やまざき　ひろし/ぶん ポプラ社

リウマチは治せる！ 湯川　宗之助/著 KADOKAWA おもしろ大発見！世界スゴすぎ事典 須藤　健一/監修 池田書店

股関節痛　変形性股関節症 文響社 子どものためのスポーツ食トレ 亀井　明子/監修 少年写真新聞社

緊急提言パンデミック ユヴァル・ノア・ハラリ/著 河出書房新社 １３歳からの読解力 山口　謡司/著

都市の〈隙間〉からまちをつくろう 大谷　悠/著 学芸出版社 IQ探偵ムー　夢羽、ホームズになる　（上・下） 深沢　美潮/作 ポプラ社

初めての人にもできる！古民家再生絵本 松井　郁夫/著 IQ探偵ムー　夢羽のホノルル探偵団 　　〃 　　〃

「幸福（しあわせ）のチョコレート」を探しにどこまでも 木野内　美里/著 新潮社 IQ探偵ムー　踊る大運動会 　　〃 　　〃

“寝る前に５分”読むだけで「不安」がスーッと消え去る本

ディズニーキャラクター大集合！ワンダーランドさがし絵本

ウエルパイン書店

文化学園文化出版局

ＪＴＢパブリッシング

パイインターナショナル

PHPエディターズ・グループ

マイクロマガジン社

よみもの

医学

産業

自然科学

小説

小説
（文庫）

カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ！

社会

生活

料理

育児

ペット

芸術

趣味

えほん

メイツユニバーサルコンテンツ

１１月にあたらしく入った本


