
１２月 １月

ぬいぐるみたちを、夜の図書館にご招待します！
小学生以下のお子さん１人につき１体のぬいぐるみを連れてきてね。

ぬいぐるみたちは、図書館でどんな夜を過ごすのかな？

お迎えの時に、ぬいぐるみが気に入った絵本を一冊借りてね！

１２月１８日（土）１０時～１８時 おあずかり

１２月１９日（日）１３時～１８時 おむかえ

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/

のうみ図書館

だより

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（水）～１月８日（土）

年明けの１月５日（水）より、能美図書館にて展

示し、１月８日（土）に当選番号の発表を行いま

す。 たくさんの年賀状をお待ちしています。

冬休みと年末年始の図書館情報

１２月２８日（火）～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。

『小鳥』第17号に、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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12/28（月）～1/4（月）

は、年末年始のため休館

します。

休館中の図書の返却は、

返却ボックスをご利用

ください。

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

日 月 火 水 木 金 土
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『コールテンくんのクリスマス』
ドン・フリーマン/原案

Ｂ．Ｇ．ヘネシー/作

ジョディー・ウィーラー/絵

木坂 涼/訳 好学社/出版

デパートのぬいぐるみ売り場のくまくんは、クリスマスにだれ

かのプレゼントになりたくて、サンタさんに会いに行きますが

…。 くまのぬいぐるみが「コールテンくん」になるきっかけと

なったお話。クリスマスにぴったりの心温まる物語です。

（担当：髙森）

行事アルバム

１1月には、図書館フェスタを開催しました。

今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

により一カ月遅れの開催となりましたが、開場前か

ら大行列が！図書館で登録できなかった図書や、

保存期限の切れた雑誌などを、たくさんリサイクルで

引き取っていただきました。

館内では、「今年の冬は、おとなも工作」と題する

展示を展開し、関連本を集めました。

また、子どもの工作教室ではプラバンでかわいい

キーホルダーを作り、午後には大人向け工作教室

で花結びのチャームを作りました。

多くの皆さまのご参加、ありがとうございました。

第２０６号 令和３年１２月1日

【今月のミニ図書館】

１２月１日（水）・１５日（水）

マンダリンオレンジのリンダです！

情熱的で、

ダンスが得意！

三高会館

１１時～１２時

本庁１階ロビー
１４時～１５時

【カンガルーくらぶ】 ４日（土） 午前１０時３０分～

１階絵本コーナーでのよみきかせ

【絵本の会】

① ７日（火） 午前１０時～１２時

多様性を考える絵本・とら（干支）の絵本

②１６日（火） 午前１０時～１2時

語りを学ぶ

【ふれあい広場】 １１日（土） 午後２時～

「クリスマス・リースを作ろう！」

小学生以下 ６名（要予約）

【アート】 １３日（月） 午前１０時～１２時

「あそびアート ｄｅ 差別って何だろう？」

【ＮＬＳ】 １８日（土） 午後４時〜６時

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、

予定が変更する場合があります。

【クリスマスの本】

今年もクリスマスの季節がやってきました。子どもだけでは

なく、大人も一緒にクリスマスを楽しみましょう！新しい絵本

も入荷していますよ。

『クリスマス・ピッグ』 J．K．ローリング／著 静山社

『サンタクロースの冬やすみ』 マウリ・クンナス／作 偕成

社

『はらぺこサンタのクリスマス』

はらぺこめがね／作 ほるぷ出版

『クリスマスべんとう』 木坂 涼／文 教育画劇

『１２月２６日のクリスマス』

ひろた まお／さく サンタクロース出版

ほか

【今月の作家・林 真理子】

山梨県生まれ。コピーライターを経て、『ルンルンを買って

おうちに帰ろう』を出版し、ベストセラーになる。８６年「最終

便に間に合えば」「京都まで」で第９４回直木賞を受賞、９５

年「白蓮れんれん」で第８回柴田錬三郎賞など、多くの文

学賞を受賞。エッセイでは「同一雑誌におけるエッセイの最

多掲載回数」としてギネス世界記録に認定された。

『李王家の縁談』 文藝春秋 （12月初旬入荷予定）

『小説８０５０』 新潮社

図書館員のいちおし

お申込み順

先着１５名まで！

年賀状募集



一般書
ミニシアターの六人 小野寺　史宜／著 小学館 3兄弟のあしあと 菅生　好身／著 辰巳出版

残照の頂　(山女日記　続) 湊　かなえ／著 幻冬舎 北川　真理子／著 KADOKAWA

トリアージ 犬養　楓／著 書肆侃侃房 60代からの鎌田式ズボラ筋トレ 鎌田　實／著 エクスナレッジ

ブラックガード 木内　一裕／著 講談社 身体が「ノー」と言うとき ガボール・マテ／著 日本教文社

ボーダーライト 今野　敏／著 小学館 環境 火星に住むつもりです 村木　風海／著 光文社

御坊日々 畠中　恵／著 朝日新聞出版 衣食住を彩る水引レシピ 田中　杏奈／著 グラフィック社

塞王の楯 今村　翔吾／著 集英社 朝日新聞出版

むき出し 兼近　大樹／著 文藝春秋 かわいいマスクカバー アップルミンツ

闇祓 辻村　深月／著 KADOKAWA そそる！うち中華 今井　亮／著 学研プラス

幻の旗の下に 堂場　瞬一／著 集英社 食堂あさごはんの晩ごはん 中井　エリカ／著 主婦の友社

らんたん 柚木　麻子／著 小学館 生活 暮らしが整う「片付けない」片付け kayoko／著 アスコム

海神 染井　為人／著 光文社 郵便 風景印ミュージアム 古沢　保／著 G.B.

万葉と沙羅 中江　有里／著 文藝春秋 まんが ONE PIECE　巻100 尾田　栄一郎／著 集英社

鬼人幻燈抄　[8]　大正編　紫陽花の日々 中西　モトオ／著 双葉社 木工 木のもの 暮らしの図鑑編集部／編 翔泳社

夜が明ける 西　加奈子／著 新潮社 ひきこもり図書館 頭木　弘樹／編 毎日新聞出版

骨を引き上げろ ジェスミン・ウォード／著 作品社 ご機嫌剛爺 逢坂　剛／著 集英社

雪見酒（新・酔いどれ小籐次 21） 佐伯　泰英／著 文藝春秋 エッセイ すごいトシヨリ散歩 池内　紀／著 毎日新聞出版

出世商人 4 千野　隆司／著 文藝春秋

日雇い浪人生活録　12　（金の穽） 上田　秀人／著 角川春樹事務所 児童書

五番勝負　（若鷹武芸帖　9） 岡本　さとる／著 光文社 お天気屋と封印屋（十年屋と魔法街の住人たち　3） 廣嶋　玲子／作 静山社

密命にあらず　(はぐれ又兵衛例操控　4） 坂岡　真／著 双葉社 願いがかなう自動はんばいき 山口　タオ／作 童心社

新・浪人若さま新見左近  8　（鬼のお犬様）　 佐々木　裕一／著 双葉社 どう解く？　答えのない道徳の問題 やまざき　ひろし／ぶん

虎狼狩り（介錯人・父子斬日譚　6） 鳥羽　亮／著 祥伝社 どうしてそうなった!?海の生き物　3 吉野　雄輔／著 文一総合出版

もうひとつの「流転の海」 宮本　輝／著 新潮社 にほんごをまなぶえほん　1 スーザンももこ／作・絵 岩崎書店

ご隠居は福の神　7　（狐の嫁入り） 井川　香四郎／著 二見書房 まるごとわかる!海の科学大図鑑 DK社／編 河出書房新社

新・入り婿侍商い帖　2 千野　隆司／著 KADOKAWA 未来の医療で働くあなたへ 奥　真也／著 河出書房新社

図書館づくり繁盛記 大澤　正雄／著 日外アソシエーツ 「心」のお仕事 河出書房新社／編 河出書房新社

100万回死んだねこ 福井県立図書館／編著 講談社 けんちゃんのもみの木 美谷島　邦子／文 ＢＬ出版

人生訓 1％の努力 ひろゆき／著 ダイヤモンド社 メンドリと赤いてぶくろ 安東　みきえ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

宗教 俳句で学ぶ唯識超入門 多川　俊映／著 春秋社 にじゅうおくこうねんのこどく 谷川　俊太郎／詩 小学館

伝記 闇の盾 寺尾　文孝／著 講談社 おしっこ、うんこはどこにいく? 中川　ひろたか／作 アリス館

戦国武将を癒やした温泉 上永　哲矢／著 天夢人 クリスマスべんとう 木坂　涼／文 教育画劇

日本の海の絶景100 昭文社 12月26日のクリスマス ひろた　まお／さく

南紀　伊勢・志摩（まっぷるマガジン） 昭文社 だいじだいじどーこだ? えんみ　さきこ／さく 大泉書店

旅行記 佐藤　ジョアナ玲子／著 報知新聞社 チャレンジミッケ!　11 ウォルター・ウィック／作 小学館

これが日本の正体! 池上　彰／著 大和書房 ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤　ノリコ／著 白泉社

アナキズムを読む 田中　ひかる／編 皓星社 おこめをつくるのうふののふさん 室井　さと子／作 新日本出版社

岸田ビジョン 岸田　文雄／著 講談社 はらぺこサンタのクリスマス はらぺこめがね／作 ほるぷ出版

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村　哲／著 NHK出版 コールテンくんのクリスマス ドン・フリーマン／原案 好学社

この働き方大丈夫? 中国新聞取材班／著 集広舎 紙芝居 せかいのはて 剣持　弘子／再話 童心社

社会

育児

よみもの

えほん

手芸

文学

医学

ホームレス女子大生川を下る　inミシシッピ川

図書館

旅行

小説
（文庫）

小説

サンタクロース出版舎

ポプラ社

料理

いちばんていねいなはじめてのおうちモンテッソーリ

 minimofuu toyの子どもがよろこぶ　フェルトのごっこあそびとおままごと

１１月にあたらしく入った本


