
　『お探し物は図書室まで』　青山美智子/著　ポプラ社

　『エレジーは流れない』　三浦しをん/著　双葉社

『星空教室』　藤井　旭/著　誠文堂新光社 　『ブラザーズ・ブラジャー』　佐原ひかり/著　河出書房新社

『星と星座パーフェクトガイド』 　『教室に並んだ背表紙』　相沢沙呼/著　集英社

　　　　　藤井　旭/著　誠文堂新光社 　『少女と少年と海の物語』　クリス・ヴィック/著　東京創元社

『星と星座』　渡部　潤一/監修　講談社 　『自由への手紙』　オードリー・タン/語り　講談社

『星座の伝説大図鑑』　東　ゆみこ/監修　ＰＨＰ研究所 　『しあわせをさがしているきみに』

『かならず見つかる星座の本』　藤井　旭/著　偕成社 　　　　　　　エヴァ・イーランド/作　ほるぷ出版

　　ほか 　『他社の靴を履く』　ブレイディみかこ/著　文藝春秋

　『本当の「心の強さ」ってなんだろう？』

　　　　　　齋藤　孝/著　誠文堂新光社

　『みんなに好かれなくていい』　和田秀樹/著　小学館

　『10代に君に伝えたい　学校で悩むぼくがみつけた

　　　未来を切りひらく思考』　山崎聡一郎/著　朝日新聞出版

　『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 

『あのねあのね』　あかね書房 　『自分をたいせつにする本』　服部みれい/著　筑摩書房

『あなたのことがだいすき』　KADOKAWA 　『しんどい時の自分の守り方』　増田史/著　ナツメ社

『いろいろおてがみ』　小学館 　『思考からの逃走』　岡嶋裕史/著　日本経済新聞出版

　　ほか 　『格差と分断の社会地図』　石井光太/著　日本実業出版社

　　　ほか

DVD

　『糸』　菅田将暉、小松菜奈/出演

　『８年越しの花嫁』　佐藤健、土屋太鳳/出演

　『ラストレター』　松たか子、広瀬すず/出演

　『クルエラ』　エマ・ストーン、エマ・トンプソン/出演

　『都会（まち）のトム＆ソーヤ』　はやみねかおる/原作

　『あの夏のルカ』　

　『２分の１の魔法』

CD

　『Ｓｎｏｗ　Ｍａｎｉａ　Ｓ１』　Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ/歌

　『ハピアー・ザン・エヴァー』　ビリー・アイリッシュ/歌

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/
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第２０８号 令和４年２月１日

今月の展示

のうみ図書館

だより

休館延長のお知らせ

まん延防止等重点措置の適用延長に伴い、２月２０日（日）まで休館します。

それにともない、２月中のすべての行事を中止します。また、三高会館・市役所本庁でのミニ図書館も中

止となります。利用者の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

（状況により、期間等が変更する場合があります）

休館中は、館内に入ることができません。電話やWEBで予約した資料のみ、入口でお渡ししています。ま

た、できるだけ対話時間を少なくするため、利用者カードの新規登録や、レファレンスもお断りしています。

あらかじめご了承ください。

なお、３月に予定していた年度末整理は、休館期間中に行う予定です。
『おしっこ、うんこはどこにいく？』

中川 ひろたか/作

カワチ レン/絵

アリス館/出版

どこの家にもトイレはあって、そこに住む誰もが

おしっこやうんこをする。とんでもない量のそれら

はいったいどこに行くんだろう？さあ、小さくなって、

トイレのその先を探検しよう！

生活の「なぜ？」にこたえる、楽しいせいかつか

がく絵本。 （担当：木原）

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

年賀状ありがとうございました！

図書館員のいちおし

今年も、たくさんの年賀状をありがとうござい

ました。皆さんが、図書館とともに素敵な一年

を過ごせますように。

【冬の星空を見あげてみよう】 ※期間延長

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。

【若い人に贈る読書のすすめ】

みずみずしい感性、好奇心、柔軟な思考、そうしたも

のを豊かに持ち合わせている〈若いとき〉に読書をする

ことは、あとの生き方に必ず大きな実りをもたらします。

【今月の作家・えがしら みちこ】 ※期間延長

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。

まもなく入荷予定！



一般書

捜査線上の夕映え（火村シリーズ） 有栖川　有栖/著 文藝春秋 大谷翔平勇気をくれるメッセージ80 児玉　光雄/著 三笠書房

新しい世界で 石持　浅海/著 光文社 大谷翔平二刀流の軌跡 ジェイ・パリス/著 辰巳出版

ひとりでカラカサさしてゆく 江國　香織/著 新潮社 今を生きるあなたへ 瀬戸内　寂聴/著 SBクリエイティブ

愚かな薔薇 恩田　陸/著 徳間書店 老いる意味 森村　誠一/著 中央公論新社

おわかれはモーツァルト 中山　七里/著 宝島社

残月記 小田　雅久仁/著 双葉社 児童書

真夜中のマリオネット 知念　実希人/著 集英社 世界の子どもの遊び 寒川　恒夫/監修 PHP研究所

警官の道 呉　勝浩ほか/著 KADOKAWA オールウルトラマンまるごと大図鑑 円谷プロ/監修 講談社

浪人奉行　12ノ巻 稲葉　稔/著 双葉社 みんなであそぼう　（いっしょにつくろう24のゲーム） 石井　英行/文 玉川大学出版部

新・浪人若さま新見左近　９　無念の一太刀 佐々木　裕一/著 双葉社 にほんごをまなぶえほん　４　「が・を・に・で」ってなに？ スーザンももこ/作・絵 岩崎書店

覚悟の算盤　（湯屋のお助け人　３） 千野　隆司/著 双葉社 スーザンももこ/作・絵 岩崎書店

無駄死に　（日暮左近事件帖　12） 藤井　邦夫/著 光文社 ふしぎな声が町じゅうで　（ものだま探偵団　５） ほしお　さなえ/作 徳間書店

拙者、妹がおりまして　４ 馳月　基矢/著 双葉社 プーさんの戦争　（世界一有名なクマのお話） リンジー・マティック/文 評論社

向島・箱屋の新吉　新章２　忍び寄る危機 小杉　健治/著 KADOKAWA なぞなぞはじまるよ　３ おおなり　修司/なぞなぞ文 絵本館

邪神の天秤　（警視庁公安分析班） 麻見　和史/著 講談社 やぁだ！ マルリョケ・ヘンリヒス/さく BL出版

お勝手のあん　５　あんの夢 柴田　よしき/著 角川春樹事務所 ダンボール ユン　ヨリム/ぶん TOY　Publishing

椿平九郎留守居秘録　４　　疑惑！仇討ち本懐 早見　俊/著 二見書房 ちきゅうのための１じかん ナネット・ヘファーナン/さく 評論社

丘の上の賢人　旅屋おかえり 原田　マハ/著 集英社 眼鏡会議 菊野　葉子/さく・え 文芸社

雷鳴　（北の御番所反骨日録　２） 芝村　涼也/著 双葉社

わけあり円十郎江戸暦　１～４ 鳥羽　亮/著 ＰＨＰ研究所 ■ 2021年 本屋大賞ノミネート作品 ■

読書 ほんのきもちです　２０２２ 文化通信社

心理学 もっと、自分をいたわっていい 香山　リカ/著 新日本出版社

哲学 思いがけず利他 中島　岳志/著 ミシマ社 硝子の塔の殺人 知念　実希人/著 実業之日本社 能美

人生訓 Emi/著 大和書房 黒牢城 米澤　穂信/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 江田島

歴史 史伝北条義時 山本　みなみ/著 小学館 残月記 小田　雅久仁/著 双葉社 能美

社会 ばらまき　（河井夫妻大規模買収事件全記録） 集英社 スモールワールズ 一穂　ミチ/著 講談社 江田島

父がひとりで死んでいた 如月　サラ/著 日経BP 正欲 朝井　リョウ/著 新潮社 江田島

経済 おいしいニッポン 藤野　英人/著 同志少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬/著 早川書房 江田島

医学 大人の間違い探し脳ドリル 川島　隆太監修 文響社 星を掬う 町田　そのこ/著 中央公論新社 能美

住まい ＨＩＲＯＳＩＭＡ　ＲＩＦＯＲＭ　２０２２ エフツー「広島RIFORM」編集事務局 夜が明ける 西　加奈子/著 新潮社 能美

産業 インスタントラーメン図鑑 日本即席食品工業協会/編

暮らし 暮らしの民藝 萩原　健太郎/著 エクスナレッジ ■ 絵本屋さん大賞・入賞作品 ■

サステイナブルに暮らしたい 服部　雄一郎/著 KTC中央出版

実用 これならできる！DIYで作る収納家具 山田　芳照/著 ナツメ社

料理 伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ タサン志麻/著 ワニブックス 第１位 あんなにあんなに ヨシタケ　シンスケ/著 ポプラ社

栗原家のごはん 栗原　心平/著 大和書房 第２位 たまごのはなし しおたに　まみこ/作 ブロンズ新社

農業 農のひと 金井　真紀/文と絵 左右社 第３位 街どろぼう ｊｕｎａｉｄａ/著 福音館書店

マンガ 名探偵コナン　VOLUME１００ 青山　剛昌/著 小学館 第６位 二平方メートルの世界で 前田　海音/文 小学館

工作 楽しく遊ぼう！紙のおもちゃ部 moko/著 日本ヴォーグ社 第９位 あきらがあけてあげるから ヨシタケ　シンスケ/作・絵 ＰＨＰ研究所

にほんごをまなぶえほん　５　いいですだめです　なんていう？

小説

小説
（文庫）

続けるほど、毎日が面白くなる。もっともっとマイノート　

中国新聞「決別金権政治」取材班/著

日経BP日本経済新聞出版本部

日本即席食品工業協会

スポーツ

エッセイ

よみもの

絵本

１月にあたらしく入った本

白泉社の雑誌『ＭＯＥ』が全国の絵本専門店・書店の児童書売り場担当者3000人にアンケートを実施して決定する

絵本屋さん大賞。全ランキングは、雑誌『ＭＯＥ』でお確かめください。

「全国書店員が選んだ いちばん！ 売りたい本 本屋大賞」のノミネート作品が決定しました。ぜひご一読を！

『六人の嘘つきな大学生』『赤と青とエスキース』も、入荷予定です。


