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11月の行事予定

Information

令和4年11月1日発行

『 はじめてのナチュラルドライフラワー』

吉本 博美/著

庭のお花でドライフラワーを

作りませんか？

広島県出身の著者が色鮮

やかなナチュラルドライフラ

ワーの作り方を丁寧に教えま

す。

休館日

休館日ミニ図書館

ナチュラルドライフラワーとバラエティ豊か

なアレンジメントの作り方などを数多くの写真

で解説します。さらに，ナチュラルドライフラ

ワーにおすすめの植物を，乾かす前と仕上

がった状態の写真とともに紹介しています。

休館日

えいごであそぼう

13：30～

11月

おはなしタウン①

読み聞かせ

10：30～

読み聞かせ

おはなし会

10：30～

休館日
（月末整理日）

パステルを

愉しもう

10：00～

一般講座

読み聞かせ

おはなし会

10：30～

休館日

秋の読書週間に合わせて古本リサイクル市を開

催します。保存期間が過ぎた雑誌や江田島図書館

の除籍した本などを無償でお譲りいたします。

本がなくなりましたら，開催期間中であっても

終了しますのでご了承ください。

開催期間 ： 令和 4 年 10 月 28 日 （金）

▼

11 月 7 日（月）

開催日：令和 4年12 月4日 （日）

古本リサイクル市

楽しい工作

＊来館時はマスクの着用，手指の消毒にご協力ください。
＊駐車場は鷲部グラウンドの臨時駐車場をご利用ください。

※ 詳しくは，ポスター，チラシをご覧ください。

休館日
（勤労感謝の日）

江田島図書館
江田島市江田島町鷲部２-13-１

tel  0823-42-1417 fax  0823-42-5056

ｈｐ http://www.library.etajima.hiroshima.jp/

休 館日 毎週木曜日・祝日

開 館時間 9：30～19：00

月末整理日・特別整理期間

～おねがいします～

本が破れてしまったときは，専用の

テープで修理しますので，ご自宅にあ

るテープで止めずに，破れた破片と一

緒にそのままご返却ください。

CDやDVDはとても傷つきやすく，少

しの傷でも音飛びや映像の乱れの原

因になります。

取り扱いは保護者の方が十分注意し

て行い，破損の原因となるため，返却

ボックスへの返却は，しないでください。

本・ＣＤ・ＤＶＤ

汚れ，破れ，傷がひどく修理が不可能

な場合は弁償をお願いすることがありま

す。ご了承ください。

フルート演奏＆マジック

11月の ミニ図書館

２日（水）・16日（水）（水）

＊津久茂出張所 １０：００～１１：００

＊切串公民館 １１：１５～１２：００

場所 ： １階 ロビー

家の光協会/刊

松ぼっくりでツリーを作ろう！

出演：堂野﨑 裕美子 さん

フルート演奏と楽しいマジックをお楽
しみください！

10月15日に 「江田島・能美島に伝わる

『ふるさとの民話』鑑賞会」 を開催しました。

「ふるさとの民話 江田島・能美島」から「古鷹

山のいわれ」・「ナゴウマのタコを退治した話」

を語りで，「大黒神島を深江村と取り合った話」

を大型紙芝居で演じました。終了後オリーブの

会より紙芝居を寄贈いただきました。広く市民

の皆さんにご利用いただけるよう図書館の資

料に登録いたしました。ありがとうございました。

12月のみんなの広場は，保健医療課出前講座です。

事前の予約が必要です。詳しくは，チラシまたはポスターをご覧ください。

『 親子で作る野菜のお菓子 』 令和 4年 12 月 17 日 （土） 13：30～ 15：30
江田島図書館 1階児童コーナー

対象：年中～小学生まで 定員6名程度

※事前の予約が必要です。

ミニ図書館

おはなしタウン②

読み聞かせ

10：30～

大型紙芝居

「大黒神島を深江村と取り合った話」

を寄贈いただきました！

11月27日（日） 13：30～

ジョラミー先生と英語の歌を

歌ったり，踊ったり・・・絵本も英

語で楽しみましょう！



024 定本本屋図鑑 永久保存版 本屋図鑑編集部 /編

159 先入観のタガをはずせ! 平林 景 /著

210 満洲からシベリア抑留へ 女性たちの日ソ戦争 生田 美智子 /著

290 世界の幻想的な風景 MdN編集部 /編 

312 自民党の統一教会汚染 追跡3000日 鈴木 エイト /著

317 白バイ隊員交通取り締まりとほほ日記 洋吾 /著

324 弁護士ドットコムのまんがでわかるみんなの相続 弁護士ドットコム /監修

329 彼女はなぜ、この国で 入管に奪われたいのちと尊厳 和田 浩明 /著 小 説 見つけたいのは、光。 飛鳥井 千砂 /著

335 ヒトゴトにしない社会へ ほどよくつながれば、もっと生きやすい アノニマ・スタジオ /編 岡本綺堂怪談文芸名作集 岡本 綺堂 /著

361 “私”が生きやすくなるための同意 遠藤 研一郎 /著 豪球復活 河合 莞爾 /著

367 最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野 千鶴子 /著 イコトラベリング1948- 角野 栄子 /著

367 家事は大変って気づきましたか? 阿古 真理 /著 しろがねの葉 千早 茜 /著

369 ぼけと利他 伊藤 亜紗 /著

379 親の「聴き方」ひとつで失敗に負けない子が育つ 田嶋 英子 /著 158 正義ってなんだろう 自分の頭で考える力をつける 齋藤 孝 / 著

454 なぜ、その地形は生まれたのか? 自然地理で読み解く日本列島80の不思議 松本 穂高 /著 383 めちゃうま!?昆虫食事典 見た目はヤバいが… 内山 昭一 /監修

459 世界観設定のための宝石図鑑 飯田 孝一 /著 えほん パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田 ケイコ /作

493 医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のこと 森田 豊 /著 おおきいかさ エイミー・ジューン・ベイツ /さく

493 グレーゾーンの歩き方 発達障がい・グレーゾーンの世界を理解する本 成沢 真介 /著 もうじきたべられるぼく はせがわ ゆうじ /作

498 1日1杯血液のおそうじスープ 中性脂肪減×高血圧改善×動脈硬化予防 栗原 毅 /著 おまえたち、くっちゃうぞ～! ジョン・ヘア /さく

537 スーパーカブに乗ろう ⾧く、楽しく、気軽に ホビージャパン /刊 海に生きる!ウミガメの花子 黒部 ゆみ /写真・文

591 実践!はじめてのホームファイリング 「おうち書類」の片づけかた ⾧野 ゆか /著 あのこ 樋勝 朋巳 /作

593 アップサイクル・ノート 今ある布を大切に使いまわす グラフィック社編集部 /編 くろ きくち ちき /作

594 はじめてのナチュラルドライフラワー 吉本 博美 /著 おすしがふくをかいにきた 田中 達也 /作

595 脱白髪染めのはじめかた でもいきなりグレイヘアは無理! 伊熊 奈美 /著 ケーキのずかん 植田 まほ子 /絵

596 柿のお菓子づくり 今井 ようこ /著 ひかるめのなぞ ささき ふみひこ /著

596 おばあめし おばあと孫の、オモロイ関係。 大迫知信＆おばあ /著 あずきがゆばあさんととら ペク ヒナ /絵

629 DIYの庭づくり アイデアと工夫がいっぱい! ブティック社 /刊 ぼうし こみね ゆら /作

712 平櫛田中回顧談 平櫛 田中 /著 読 物 ルルとララのティラミス あんびる やすこ /作・絵

911 シルバー川柳 特売日手押し車でかっ飛ばす  12 全国有料老人ホーム協会 /編 保健室経由、かねやま本館。5 松素 めぐり  /著

911 あなたのための短歌集 木下 龍也 /著 三まいのはがき おくやま ゆか /さく

949 アンネの日記 言葉はどのようにして人を救うのか 小川 洋子 /著 記憶の引き出し 水溜 眞乃介 /著

小 説 首取物語 西條 奈加 /著 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 18 廣嶋 玲子 /作

● 一般書

昭和30年代前半の新宿を舞台に，

喜劇俳優と彼らを取り巻く人々の

傑作群像劇。懐かしく笑えて，少

し物悲しい情景を台本形式でお楽

しみください。

『 世界は笑う 』

戯 曲

ケラリーノ・サンドロヴィッチ / 著 飯野 和好 / 作

山間のたった3軒だけの集落で自給

自足の生活。育てた羊の毛で作っても

らうセーターを心待ちにしながら一年

を過ごした，著者の少年時代を描いた

絵本です。

『 ぼくとお山と羊のセーター 』

えほん

偕成社 / 刊

10 月 新着資料情報 ※一部抜粋

論創社 / 刊

● 児童書

● 一般書


