
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/

○ 絵本の会

①１２日（火） ※変更しています

「性格・個性・マイノリティを知る」絵本

②１９日（火）語りを学ぶ

午前１０時～１２時

○ ふれあい広場

１６日（土） 午後２時～

「いろんな紙でオリジナル手帳を作ろう！」

講師：トコさん

今月の行事予定

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！

多くの方から寄せられた年賀状を展示します。

トコさん 作品展示
１月５日（火）～２５日（月）の間、１階閲覧室にト

コさんの作品を展示します。絵本『シュモーおじさん』

の原画をはじめ、個性豊かであたたかい作品を、こ

の機会にぜひご覧ください。

トコさん（戸川幸一郎さん）呉市出身・能美町在

住の美術作家で、広島を中心に作品発表するか

たわら、子どもから高齢者まで美術の楽しさを伝えて

います。

『小鳥』第１６号の巻頭言もお寄せいただきました。

ぜひご一読ください。

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、夜の図書館を興味津々で探検し、

一緒に遊んだり、本を読んで過ごしました。去年も泊まった

子、お仕事を体験してみる子、途中でさみしくなっておんぶ

してもらった子もいましたよ。最後にはみんなで記念撮影。

また遊びに来てね！

19６８年東京都生まれ。『リズム』で講談社児童文学

新人賞を受賞しデビュー。その後、『アーモンド入りチョ

コレートのワルツ』で路傍の石文学賞、『カラフル』で産

経児童出版文化賞、『DIVE‼』で小学館児童出版文

化賞など、多数の児童文学賞を受賞。さらに、『風に

舞い上がるビニールシート』で直木賞、『みかづき』で中

央公論文芸賞を受賞。その他著書多数。

『カザアナ』 （朝日新聞出版）

『出会いなおし』 （文藝春秋）

『クラスメイツ』前期・後期 （偕成社）

『この女』 （筑摩書房）

『架空の球を追う』 （文藝春秋）

ほか

図書館員のいちおし

『おしっこちょっぴりもれたろう』

ヨシタケ シンスケ/作・絵

ＰＨＰ研究所/出版

人は誰しもちょっと困ったことを抱えて生きているんだ

ろうね。全ての「おしっこちょっぴりもれたろう」くんに捧げ

ます。はぁ、愛おしい！ （担当：岡本）

『小鳥』第１６号発刊！
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。
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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

●カンガルーくらぶ

※今月はお休みです。

○ＮＬＳ

１６日 午後４時～６時

○ アート

１８日（月） 午前１０時～１２時

※ 変更しています。

「あそびアート ｄｅ いのちのレッスン」

６日（水）・２０日（水）

■三高会館

１１時～１２時

■本庁１階ロビー

１４時～１５時

１２月のふれあい広場では、フェルトを使ってクリスマ

スオーナメントを作りました。

参加したのは初心者の方々でしたが、和気あいあ

いと楽しく作ることが出来ました。

１月のふれあい広場では、美術作家のトコさんを講

師にお招きし、オリジナル手帳を作ります。いろんな

紙を使い、自由な発想で楽しみましょう。

◆１月１６日（土）午後２時～

小学生８名まで （予約が必要です）

図書館からのお願い
借りた本のページがはずれたり破れたりしたときは、修理

せずにそのまま図書館にお持ちください。専用のテープ等

で修理します。

なお、修理ができないほど破損した場合や紛失された

場合には、弁償していただくことになります。

特に、ＤＶＤは著作権の許諾を得たものを購入するため、

高額となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

多くの皆さんが図書館の資料を気持ちよくご利用いただ

けるよう、ご協力をお願いいたします。

図書館の行事

今月の展示



一般書
今度生まれたら 内館　牧子/著 講談社 ジンジャースイーツ 若山　曜子/著 立東舎

ライト・スタッフ 山口　恵以子/著 潮出版社 一生役立つスガ家のおせちとハレの日の作りおき スガ/著 エムディエヌコーポ

ハリネズミは月を見上げる あさの　あつこ/著 新潮社 私の心と体が喜ぶ甘やかしごはん １人前食堂Ｍａｉ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

今夜 小野寺　史宜/著 新潮社 おむすび 佐藤　初女/著 主婦の友社

私を月に連れてって 鈴木　るりか/著 小学館 高石　紀子/著 主婦と生活社

地べたを旅立つ そえだ　信/著　 早川書房 育児 カリスマシッターが教える“困ったとき”の育児ワザ 育児サポートを考える会/編 翔泳社

鐘を鳴らす子供たち 古内　一絵/作 小峰書店 園芸 きらめくバルバスプランツ 竹田　薫/著 主婦の友社

どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地　はるな/著 双葉社 暮らし 交通事故示談交渉手続マニュアル 長戸路　政行/監修 自由国民社

確率捜査官御子柴岳人　３ 神永　学/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ コミック 息子がいじめの加害者に？ 大原　由軌子/著 文藝春秋

四神の旗 馳　星周/著 中央公論新社 工作 はじめてでも作れるみんなの紙バンド雑貨　ｖｏｌ．５ ブティック社

階段にパレット 東　直子/著 ポプラ社 将棋 藤井聡太のいる時代 朝日新聞将棋取材班/著 朝日新聞出版

ぼくもだよ。 平岡　陽明/著 角川春樹事務所 西谷　裕子/編 東京堂出版

浪人奉行　１０ノ巻 稲葉　稔著 双葉社 先人の知恵を今に生かす四字熟語図鑑 佐藤　友樹/監修 ナツメ社

大奥の縁　（おれは一万石　１５） 千野　隆司著 双葉社 死ぬまでに行きたい海 岸本　佐知子/著

怪盗黒猫　２　妖刀狐火 和久田　正明/著 二見書房 おばんでございます 桜木　紫乃/著 北海道新聞社

文豪ストレイドッグス　１～４ 朝霧　カフカ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

大河の剣　２ 稲葉　稔/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 児童書
御金蔵破り　（九代目長兵衛口入稼業　２） 小杉　健治/著 集英社 女の子はなんでもできる！ キャリル・ハート/ぶん 早川書房

青田波　（新・酔いどれ小藤次　１９） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 くらやみきんしの国 あかね書房

出世商人　２ 千野　隆司/著 文藝春秋 みそしるをつくる 高山　なおみ/文 ブロンズ新社

赤い砂 伊岡　瞬/著 文藝春秋 このかみなあに？ 谷内　つねお/さく 福音館書店

公共図書館が消滅する日 薬師院　仁志/著 牧野出版 こたつ 麻生　知子/作 福音館書店

ブックオフ大学ぶらぶら学部 夏葉社 はしのうえのおおかみ 奈街　三郎/作 鈴木出版

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。　続 Ｊａｍ/マンガ・文 サンクチュアリ出版 オレ、ねたくないからねない デヴ・ペティ/ぶん マイクロマガジン社

泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ/編 ポプラ社 紙芝居 おもちのもっち かとう　ようこ/脚本 童心社

未来の自分に出会える古書店 齋藤　孝/著 文藝春秋 １４歳の教室 若松　英輔/著 NHK出版

月１０万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術 「さみしさ」の力 榎本　博明/著 筑摩書房

他人の悩みはひとごと、自分の悩みはおおごと。 播野　広志/著 幻冬舎 もしもトイレがなかったら 加藤　篤/著 少年写真新聞社

大名格差 安藤　優一郎/著 彩図社 赤毛証明 光丘　真理/作 くもん出版

実録昭和の大事件「中継現場」 久能　靖/著 河出書房新社 新宮　文明/著 JTBパブリッシング

古代エジプト解剖図鑑 近藤　二郎/著 エクスナレッジ 塔の上のラプンツェル ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の論点　２０２１～２２ 大前　研一/著 プレジデント 星空としょかんへようこそ 小手鞠　るい/作 小峰書店

自由への手紙オードリー・タン オードリー・タン/語り 講談社 防災室の日曜日 村上　しいこ/作 講談社

レクリエ　２０２１－１・２月号 はねるのだいすき 神沢　利子/文 絵本塾出版

ただ、そこにいる人たち クリエイティブ・サポートレッツ/著 現代書館 かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原　ゆたか/さく・え ポプラ社

帳票別ケアプランの書き方Ｑ＆Ａ 後藤　佳苗/著 中央法規出版 ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ/作 小学館

文化 縁食諭 藤原　辰史/著 ミシマ社 つっきーとカーコのたからもの おくはら　ゆめ/作 佼成出版社

自然科学 サピエンス異変 ヴァイバー・クリガン=リード/著 飛鳥新社 オール★アメリカン★ボーイズ ジェイソン・レイノルズ/著 偕成社

パニック症と過呼吸 稲田　泰之/監修 講談社 ごいっしょさん 松本　聰美/作 国土社

副鼻腔炎 文響社 ねこの町の小学校 小手鞠　るい/作 講談社

認知症の人のイライラが消える接し方 植　賀寿夫/著 講談社 アラゲイジアの物語　１ クリストファー・パオリーニ/作 静山社

環境 木のストロー 西口　彩乃/著 扶桑社 チョコルとチョコレートの魔女 こばやし　ゆかこ/著 岩崎書店

小屋を作る本 キャンプ

アンティークレース 市川　圭子/著 河出書房新社 『ＮＥＷニャンちゃんワンちゃん』 『マチネの終わりに』

いちばんやさしい水引細工の手習い帖 荻原　加寿美/著 ナツメ社 『アラジン』　（実写版） 『マレフィセント　２』

もっとラクに生きる！暮しの整理術１００ 吉川　永里子/著 エクスナレッジ 『ジュマンジ』　（ネクストレベル） 『女優、母、そして樹木希林』

古い家ではじめた、新しい暮らし 主婦の友社 ＣＤ 『おいしいパスタがあると聞いて』　あいみょん/演奏 『こどもフェスタ』　うきわく☆５０ソングス

小説

社会

福祉

医学

趣味

読書

人生訓

失敗なしで絶対おいしい！チーズケーキとチョコレートケーキ

「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・四字熟語辞典

世界文化ライフケア/出版

クロスメディア・パブリッシング

るるぶ楽しく折って親子で世界一周！旅のおりがみ１００

料理

言語

エッセイ

えほん

よみもの

ミニマリストＴａｋｅｒｕ/著

スイッチ・パブリッシング

小説
（文庫）

歴史

DVD

エミリー・ハワース・ブース/さく

生活

１２月にあたらしく入った本


