
■ 2021年 本屋大賞ノミネート作品 ■
『犬がいた季節』　伊吹　有喜/著　双葉社

『お探し物は図書室まで』　青山　美智子/著　ポプラ社

『推し、燃ゆ』　宇佐見　りん/著　河出書房新社

『オルタネート』　加藤　シゲアキ/著　新潮社

『逆ソクラテス』　伊坂　幸太郎/著　集英社

『この本を盗む者は』　深緑　野分/著　KADOKAWA

『52ヘルツのクジラたち』　町田　そのこ/著　中央公論新社

『自転しながら公転する』　山本　文緒/著　新潮社

『八月の銀の雪』　伊与原　新/著　新潮社

『滅びの前のシャングリラ』　凪良　ゆう/著　中央公論新社

■ 絵本屋さん大賞・入賞作品 ■
『あつかったらぬげばいい』　ヨシタケ　シンスケ/著　白泉社

『ねこはるすばん』　町田　尚子/作　ほるぷ出版

『ノラネコぐんだんカレーライス』　工藤　ノリコ/著　白泉社

『やねうらべやのおばけ』　しおたに　まみこ/作　偕成社

今年も、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/

○絵本の会

① ２日（火） 午前１０時～１２時

「○○な２人」

②１６日（火） 午前１０時～１2時

「語りを学ぶ」

○カンガルーくらぶ

６日（土） 午前１０時３０分～

○アート

８日（月） 午前１０時～１２時

あそびアート ｄｅ いのちのレッスン

今月の行事予定

ミニ図書館

日 月 火 水 木 金 土
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今月の展示

のうみ図書館

だより

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8日（月）～１0日（水）は、

年度末整理のため休館します。

図書館員のいちおし

『今日の人生』１・２

益田 ミリ/著

ミシマ社/出版

エッセイかと思ってページをめくったら、あらっ？まん

が…？とりあえず様子を伺いながら読んでみると、ま

んがのような読み物というべきか。

ーそして、本を読むことは 自分の世界に「手すり」をつ

けている そういうことなのかもしれませんー

思わぬところでジーンとさせられました。（担当：田尾）

益田ミリが日々思ったことをマンガで描くエッセイ。

今月の作家「山代巴 （やましろ ともえ）」

１９１２年広島県生まれ。女子美術専門学校を中退。

１９４０年に治安維持法違反で夫とともに検挙され，第2

次世界大戦後の 1945年8月まで拘禁された。この間に

夫が獄死。 戦後は、広島県で農村文化運動、主婦

の生活記録運動に積極的に取り組み、かたわら民話

的作品を書く。『蕗のとう』『荷車の歌』『囚われの女た

ち』などの著作がある。 ２００４年没。

〇ふれあい広場

1３日（土） 午後１時３０分～３時

「ひな人形を作ろう！」

対象：大人６名（予約が必要です）

フェルトでお雛様とお内裏様を作ります。

裁縫道具を持ってきてください。

○ＮＬＳ （のうみライブラリーシンフォニー）

２０日（土）午後４時～６時

３日（水）・１７日（水）

■三高会館

１１時～１２時

■本庁１階ロビー

１４時～１５時

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

今月の運転手はきんかんちゃん！

図書館の行事

『人生に１冊の絵本』

～大人も子どもも～
考えるヒント、生きるヒントは絵本の中に

能美図書館の初代館長・長江平さん推薦の絵本を

中心に、約１５０冊の絵本を集めました。

絵本には、不思議な力があります。こころが何かを求

めているとき、悲しみのなかにいるとき、ぜひ絵本を開

いてみてください。

１月のふれあい広場では、トコさん（戸川幸一郎さん）によるワークショップ「いろんな紙を

使ってオリジナル手帳を作ろう」を行いました。

さまざまな色や材質の紙を重ね、ひも、シールなどを使い、思い思いの手帳を作りました。

最初は遠慮ぎみだった子どもたちも、だんだん大胆になり、お気に入りの手帳を完成させま

した。

また、１階ではトコさんの著作絵本『シュモーおじさん』の原画をはじめ、絵や作品の展示

も行いました。『小鳥』第１６号の巻頭言も書いていただいています。ぜひ読んでみて下さ

い。

２月のふれあい広場は、大人向けの手芸です。フェルトを使い、かわいい

うさぎのおひな様とおだいり様を作りましょう。

２月１３日（土） 午後１時３０分～３時

定員：大人６名 （予約してください）

この他、ヨシタケシンスケさんの『ねぐせのしくみ』『わたしのわごむはわ

たさない』もランクイン。詳しくは雑誌『ＭＯＥ』２０２１年２月号をチェック

してね！



一般書

羊は安らかに草を食み 宇佐美　まこと/著 祥伝社 10代からの批判的思考 名嶋　義直/編著

メイド・イン京都 藤岡　陽子/著 朝日新聞出版 キングコング・セオリー ヴィルジニー・デパント/著 柏書房

野良犬の値段 百田　尚樹/著 幻冬舎 日本と世界の時事キーワード　２０２１－２０２２年版 時事問題リサーチ/編著 ナツメ社

オリーヴ・キタリッジ、ふたたび エリザベス・ストラウト/著 早川書房 Ｗｅの市民革命 佐久間　裕美子/著 朝日出版社

赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン/著 新潮社 日本は「右傾化」したのか 小熊　英二/編

天離り果つる国　上・下 宮本　昌孝/著 ＰＨＰ研究所 マンガで世界を救うぞ！ SDGｓ×マンガのチカラ/編 講談社エディトリアル

彼女のスマホがつながらない 志駕　晃/著 小学館 善と悪のパラドックス リチャード・ランガム/著 ＮＴＴ出版

処方箋のないクリニック 仙川　環/著 小学館 やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑 瀬尾　一樹/著 大和書房

三人 桝本　壮志/著 文藝春秋 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極　寿一/著 家の光協会

ＪＲ上野駅公園口 柳　美里/著 河出書房新社 父と娘の認知症日記 長谷川　和夫/著 中央法規出版

ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム/著 集英社 たちどまって考える ヤマザキ　マリ/著 中央公論新社

偶然にして最悪の邂逅 西澤　保彦/著 東京創元社 人の健康は腸内細菌で決まる！ 光岡　知足/著 技術評論社

誘拐ファミリー 新堂　冬樹/著 双葉社 もしも一年後、この世にいないとしたら。 清水　研/著 文響社

だまされ屋さん 星野　智幸/著 中央公論新社 育児 赤ちゃんのための補完食入門 相川　晴/著 彩図社

透明な耳 村本　大志/著 双葉社 すごいぞ！はたらく知財 内田　朋子/著 晶文社

春風同心十手日記　２　黒い染み 佐々木　裕一/著 小学館 人も街も動かす！巻き込み力 水野　孝一/著 KADOKAWA

幼なじみ　（新・居眠り磐音　３） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 絶滅危惧個人商店 井上　理津子/著 筑摩書房

松葉の想い出　（神田職人えにし譚　３） 知野　みさき/著 角川春樹事務所 恥ずかしい料理 梶谷　いこ/著 誠光社

乱れ雲　（風の市兵衛　２－２８） 辻堂　魁/著 祥伝社 料理と利他 土井　善晴/著 ミシマ社

向島・箱屋の新吉　２　謎の客 小杉　健治/著 KADOKAWA 家族が好きな和のおかず 大原　千鶴/著 世界文化社

神様の御用人　９ 浅葉　なつ/著 KADOKAWA 白崎茶会の癒しのスープ 白崎　裕子/著 ＮＨＫ出版

背もたれ人情　（大江戸けったい長屋　３） 沖田　正午/著 二見書房 ペット 警備員さんと猫 にごたろ/著 KADOKAWA

一色町雪花　（九頭竜覚山浮世綴　５） 荒崎　一海/著 講談社 詩歌 天才による凡人のための短歌教室 木下　龍也/著 ナナロク社

姫のため息　（公家武者信平ことはじめ　２） 佐々木　裕一/著 講談社

丕緒の鳥　（十二国記　５） 小野　不由美/著 新潮社 児童書

密やかな結晶 小川　洋子/著 講談社 国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷　裕子/監修 文溪堂

紙風船　（新・秋山久蔵御用控　９） 藤井　邦夫/著 文藝春秋 プラスチックモンスターをやっつけよう！ 高田　秀重/監修 クレヨンハウス

鬼役　３１ 坂岡　真/著 光文社 見たい！知りたい！図書館はうら側もすごい！ 小田　光宏/監修 WAVE出版

お勝手のあん　３ 柴田　よしき/著 角川春樹事務所 超高層ビルのサバイバル　１ ポップコーン・ストーリー/文 朝日新聞出版

長屋の危機　（飛猿彦次人情噺　４） 鳥羽　亮/著 幻冬舎 山をつくる 菅　聖子/文 小峰書店

猿兄弟の絆　（口入屋用心棒　４７） 鈴木　英治/著 双葉社 くもとり山のイノシシびょういん かこ　さとし/文 福音館書店

海の牙　（八丁堀つむじ風　１０） 和久田　正明/著 光文社 ネムノキをきらないで 岩瀬　成子/作 文研出版

妖の牙　（八丁堀つむじ風　９） 和久田　正明/著 光文社 シロクマといっしょにお引っ越し！？ マリア・ファラー/作 あかね書房

学問 専門学へのいざない 新里　卓/編著 成文堂 へのへのもへじのおともだち 宮下　すずか/作 くもん出版

カンマの女王 メアリ・ノリス/著 柏書房 渋沢栄一　（コミック版日本の歴史　７７） 加来　耕三/監修 ポプラ社

たまたま図書館長 鳥越　美奈/著 郵研社 せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー/作 光村教育図書

何のために本を読むのか 齋藤　孝/著 青春出版社 ねこのようしょくやさん KORIRI/さく・え 金の星社

寂聴般若心経 瀬戸内　寂聴/著 中央公論新社 おともだちになってくれる？ サム・マクブラットニィ/ぶん 評論社

アーミッシュの老いと終焉 堤　純子/著 未知谷 ９９９ひきのきょうだいのおやすみなさい 木村　研/文 ひさかたチャイルド

歴史 1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 松井　秀郎/編 山川出版社 プラレールコレクション　２０２１ ポプラ社

慶應義塾大学出版会

読書

宗教

社会

よみもの

絵本

産業

料理

自然科学

医学

小説

小説
（文庫）

１月にあたらしく入った本


