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いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。

今年も多くの皆さまのご来館をお待ちしています。

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、夜の図書館でお仕事を体験したり、好きな本を読んだり、お友だち

と遊んだり・・・素敵な時間を過ごしましたよ。

ぬいぐるみのおとまり会は、子ども達の大切なぬいぐるみを通して、図書館に関心・親

しみを感じてもらうために始められた企画です。今年で７回目となりましたが、初めて参加

した子も多く、プレゼントの写真をとても喜んでくれました。

最後にはみんなで記念撮影。 また遊びに来てね！

『じゅんばんなんてきにしない』

テリー ミルン/作

いしいむつみ/訳

ＢＬ出版

犬のチャーリーは毎日じゅんばんどおりにする事を決め

ています。そうしないと何か悪い事がおこる気がしてこわ

かったのです。 ところが、ある朝早く友だちがたいへん

だと電話があり…。みんないつもと違うのは不安なもの

です。それをかろやかにのりこえるすてきなお話です。

（担当：関本）

『小鳥』

第17号発刊！
今年も、多くの作品をご応募

いただき、ありがとうございました。

図書館でも貸出できますので、

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

１２月のふれあい広場では、クリスマスリースを作り

ました。 土台のリースには、能美図書館に咲いて

いたアサガオのつるを使い、参加者には自由にお

好みの飾りつけをしてもらいました。リボンや綿、おり

がみの人形などをつけて、世界に一つのリースが

完成しました。

ご自宅のパソコンやスマホから、江田島市立図書館の

ホームページをご活用ください。

資料検索や新着資料のほかに、「本の紹介」ページで

は、毎月の展示やおすすめテーマをご案内しています。イ

ンターネットから予約をかけることも可能です。その他、「利

用照会」では、ご自分の借りている資料の返却期限や予

約資料の確認、Ｍｙ本棚の登録などもできます。

また、行事カレンダーやお知らせ、行事のアルバムも掲

載しています。ぜひチェックしてみてください。

ふれあい広場

【今月のミニ図書館】

１月１９日（水）

ライムちゃんです！

レモンくんの妹。

おしゃれが大好き。

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】

※１月はお休みです。

【絵本の会】

②１８日（火） 午前１０時～１2時

語りを学ぶ

※①はお休みです。

【ふれあい広場】 １５日（土） 午後２時～

「スノードームを作ろう！」

小学生以下 ６名（要予約）

【ＮＬＳ】 １５日（土） 午後４時～６時

「音楽で癒しのひととき」

【アート】 １７日（月） 午前１０時〜１２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。

行事アルバム

今月の展示

１月のふれあい広場では、

スノードームを作ります。

小学生以下６名までな

ので、ご予約はお早めに！

令和４年１月１５日（土）

午後２時～

【冬の星空を見あげよう】

冬になると空気が澄んで空がさえわたり、星座の観察には

最適な季節なのだそうです。寒い季節ですが、星空を見上

げてみませんか。

『星空教室』 藤井 旭/著 誠文堂新光社

『星と星座パーフェクトガイド』 藤井 旭/著 誠文堂新光社

『星と星座』 渡部 潤一/監修 講談社

『星座の伝説大図鑑』 東 ゆみこ/監修 ＰＨＰ研究所

『かならず見つかる星座の本』 藤井 旭/著 偕成社

ほか

【今月の作家・えがしら みちこ】

絵本作家。1978年 福岡生まれ。静岡県三島市在住。

熊本大学教育学部卒業。主に透明水彩を使用。

雑誌や教科書の挿絵も手掛け、湊かなえさん新聞連載

『ブロードキャスト』の挿絵も描いた。

『あのねあのね』 あかね書房

『あなたのことがだいすき』 KADOKAWA

『いろいろおてがみ』 小学館

ほか

図書館員のいちおし 図書館からのおしらせ



一般書
女性失格 小手鞠　るい/著 文藝春秋 膵臓の病気がわかる本 糸井　隆夫/監修 講談社

11の秘密　ラスト・メッセージ 大崎　梢/著 ポプラ社 起立性調節障害〈OD〉 田中　大介/監修 講談社

心霊探偵八雲INITIAL 神永　学/著 講談社 産業 成しとげる力 永守　重信/著 サンマーク出版

山亭ミアキス 古内　一絵/著 KADOKAWA 武相荘、おしゃれ語り　 牧山　桂子/著 小学館

教室に並んだ背表紙 相沢　沙呼/著 集英社 暮らしを助ける、私が整う無印良品 主婦の友社/編 主婦の友社

ブラザーズ・ブラジャー 佐原　ひかり/著 河出書房新社 手芸 ぽんぽんでかわいい四季のどうぶつたち 伊藤　和子/作

少女と少年と海の物語 クリス・ヴィック/著 東京創元社 おいしい煮込み 上田　淳子/著 西東社

李王家の縁談 林　真理子/著 文藝春秋 家政婦makoの魔法の時短テクで簡単すぎるハレの日ごはん　94レシピ　mako/著

神曲 川村　元気/著 新潮社 城二郎/著 KADOKAWA

現代生活独習ノート 津村　記久子/著 講談社 どんなずぼらさんでも1週間の夜ごはんが作れる本 mako/著 KADOKAWA

南町奉行と深泥沼 風野　真知雄/著 文藝春秋 タサン志麻/著 扶桑社

凶状持　（新・秋山久蔵御用控　１２） 藤井　邦夫/著 文藝春秋 ペット まるありがとう 養老　孟司/著 西日本出版社

満月珈琲店の星詠み　３　ライオンズゲートの奇跡 望月　麻衣/著 文藝春秋 工作 手作りのかわいいグリーティングカード 鈴木　孝美/著 ブティック社

鰻と甘酒　（居酒屋お夏　春夏秋冬　４） 岡本　さとる/著 幻冬舎 映画 青嵐の庭にすわる　「日日是好日」物語 森下　典子/著 文藝春秋

儚き名刀　（義賊・神田小僧　５） 小杉　健治/著 幻冬舎 神様の友達の友達の友達はぼく 最果　タヒ/著 筑摩書房

間者　（蘭方医・宇津木新吾　１４） 小杉　健治/著 双葉社 にっこり、洋食 江國　香織ほか/著 河出書房新社

師匠　（鬼役伝　２） 坂岡　真/著 光文社 手記 ママがもうこの世界にいなくても 遠藤　和/著 小学館

蝉時雨　（北の御番所反骨日録　３） 芝村　凉也/著 双葉社

尚武の志　（おれは一万石　１９） 千野　隆司/著 双葉社 児童書
美なるを知らず（新・御算用日記） 六道　慧/著 徳間書店 ぼくんちのねこのはなし いとう　みく/作 くもん出版

大河の剣　４ 稲葉　稔/著 KADOKAWA ほねほねザウルス　２５ 岩崎書店

春告げ鳥　（柳橋ものがたり　７） 森　真沙子/著 二見書房 ガラスの魚 山下　明生/著 理論社

妖し火　（公家武者信平ことはじめ　６） 佐々木　裕一/著 講談社 北条義時　（コミック版日本の歴史　80） 加来　耕三/企画・構成・監修 ポプラ社

天空の鏡　（警視庁殺人分析班　１２） 麻見　和史/著 講談社 みんなに好かれなくていい 和田　秀樹/著 小学館

江戸の雷神　２　敵意 鈴木　英治/著 中央公論新社 かならず見つかる星座の本　１～４ 藤井　旭/著 偕成社

陰の将軍、烏丸検校　（九代目長兵衛口入稼業　３） 小杉　健治/著 集英社 朝日新聞出版

情報科学 思考からの逃走 岡嶋　裕史/著 学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上　祐紀/著 KADOKAWA

書店 頁をめくる音で息をする 藤井　基二/著 本の雑誌社 地下鉄のサバイバル ゴムドリco．/文 朝日新聞出版

心理学 自己肯定感365日BOOK　毎日みるだけ！ 中島　輝/著 SBクリエイティブ できるかな？人体おもしろチャレンジ 坂井　建雄/監修 えほんの杜

堂々と老いる 田原　総一朗/著 毎日新聞出版 にほんごをまなぶえほん　２、３ スーザンももこ/作・絵 岩崎書店

本当の「心の強さ」ってなんだろう？ 齋藤　孝/著 誠文堂新光社 消えゆく動物たちを救え ミリー・マロッタ/著 光文社

さよたんていのおなやみ相談室 さよたんてい/著 ぴあ株式会社関西支社 親子で遊べる季節のたのしいおりがみ Oriya小町/著 高橋書店

歴史 北条氏の時代 本郷　和人/著 文藝春秋 ほうれんそうカレーききいっぱつ！ 田中　六大/作 佼成出版社

ひろしま元気本　広島観光ガイドブック ねこまたごよみ 石黒　亜矢子/作・絵 ポプラ社

挑戦　常識のブレーキをはずせ 山中　伸弥/著 講談社 アブナイこうえん 山本　孝/作 ほるぷ出版

枯れてこそ美しく 戸田　奈津子/著 集英社 おつきさまのスープ 野中　柊/作 くもん出版

三好一族 天野　忠幸/著 中央公論新社 ファーガスどーこだ？ マイク・ボルト/作 偕成社

日本の論点　2022～23 大前　研一/著 プレジデント社 アンパンマンとさばくのたから やなせ　たかし/作・絵 フレーベル館

他者の靴を履く ブレイディみかこ/著 文藝春秋 すてきなテーブル ピーター・レイノルズ/絵と文 新評論

声なき女性たちの訴え 堂本　暁子/著 わたしのマントはぼうしつき 東　直子/作 岩崎書店

格差と分断の社会地図 石井　光太/著 日本実業出版社 やっぱりじゃない！ チョー　ヒカル/作 フレーベル館

まんがでわかる正義中毒 中野　信子/監修 アスコム あすなろ書房

月100円からはじめる！つみたてNISAとiDeCo超入門 横山　光昭/著 宝島社 きずのひみつ（からだのひみつ、げんきのしくみ！　2） あすなろ書房

今すぐできる！iDeCoとつみたてNISA超入門 中野　晴啓/著 扶桑社 あすなろ書房

ヤングケアラー 毎日新聞取材班/著 毎日新聞出版 いろいろおしたく えがしら　みちこ/作 小学館

レクリエ　2022-1・2月 世界文化ライフケア いろいろおてつだい えがしら　みちこ/作 小学館

星座 星空教室　冬の星座 藤井　旭/著 誠文堂新光社 おもわずおもわず えがしら　みちこ/作 あかね書房

医学

生活

料理

経済

福祉

　ミチコーポレーションぞうさん出版事業部

日経BP日本経済新聞出版本部

小学館集英社プロダクション

小説

小説
（文庫）

人生訓

社会

伝記

エッセイ

よみもの

絵本

メイツユニバーサルコンテンツ

エムディエヌコーポレーション

à　table　SHIMA　タサン家の冬の食卓　vol．01（2021冬）

二つ星フレンチ元料理長が教えるおうち格上げレシピ

コレクティボ・エリャス・エドゥカン/文ウイルスのひみつ（からだのひみつ、げんきのしくみ！　3）

広島県観光連盟/監修　

10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考　山崎　聡一郎/著

マリオナ・トロサ・システレ/文と絵

マリオナ・トロサ・システレ/文と絵

カバヤ食品株式会社/原案・監修

はなみずのひみつ（からだのひみつ、げんきのしくみ！　1）

１２月にあたらしく入った本


