
【クリスマスの本】

　『クリスマスの大そうどう』

デイビッド・シャノン/作　評論社

　『クリスマスのふしぎなはこ』

長谷川摂子/ぶん　福音館書店

　『だれも知らないサンタの秘密』

アラン・スノウ/さく　あすなろ書房

　『わすれんぼうのサンタクロース』

中川ひろたか/作　教育画劇

　『となかいはなぜサンタのそりをひく？』

モー・プライス/文　岩波書店

　　ほか

【今月の作家】　かいけつゾロリ特集

１２月 １月

大型紙芝居の寄贈

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、皆さまからの年賀状を募集しま

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。

１月６日(金)から能美図書館にて展示し、

１月８日(日)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。

12月28日(水)～1月5日(木)は休館します。

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１８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。

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

12/28（水）～1/５（木）は

休館となります。

休館中の図書の返却は、返却

ポストをご利用ください。

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『収納上手のインテリア 押入れ』

成美堂出版編集部/編

成美堂出版/出版

押し入れは難しい・・・といわれがちだけれど、

微妙に深い奥行きも取り外せる襖も、じつは可能性

無限大。布団や季節のものをしまうだけではなく、

クローゼット化、デスク化など、限られた空間を最

大限に生かした押し入れのアイデアが満載。

年末の大掃除に加えたい！ぜひ読んでみて！

（担当：脇田）

行事案内

■1１月のふれあい広場■

つまみ細工で花飾りを作りました。

小さな布をさらに小さく折りたたみながら作り

上げるつまみ細工は、江戸時代から髪飾りに用い

られてきた伝統的な手工芸の一つでだそうです。

参加者は、時折おしゃべりをはさみながらも集

中して作り上げ、「みんなと一緒にできて楽し

かった」との感想も聞かれました。

図書館の本を参考に、ぜひご自宅でも挑戦して

みませんか。

『はじめてさんのつまみ細工』＊Hanairo/著

『つまみ細工の小物づくり』藤川しおり/著

ほか第２１８号 令和４年１２月1日

【今月のミニ図書館】
１２月７日（水）

２１日（水）

三高会館

１１時～１２時

【カンガルーくらぶ】

3日（土） 10：30～

１階絵本コーナーでのよみきかせ

【絵本の会】

① 6日（火） 10：00～12：00

詩歌を読もう・『小鳥』を読もう

②20日（火） 10：00～12：00

語りを学ぶ

【ふれあい広場】

10日（土） 14：00～15：00

「スノードームを作ろう！」

小学生以下 ６名（要予約）

【アート】

12日（月） 10：00～12：00

「あそびアート ｄｅ エンパシーのレッスン」

【ＮＬＳ】

17日（土） 16：00〜18：00

【ぬいぐるみのおとまり会】

17日（土）10：00～18：00 おあずけ

18日（日）13：00～18：00 お迎え

※ 感染症等予防のため、マスクの着用や手指の

消毒にご協力ください。

図書館員のいちおし

年賀状募集

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！

■12月のふれあい広場■

プラスチックのカップや松ぼっくりを使い、スノー

ドームを作ります。水を使わないので小さい子でも

安心！

12月10日（土）午後２時～

小学生以下６名

※予約が必要です。（小さいお子さんは保護者同伴）

■ぬいぐるみのおとまり会■

お子さんの大切なぬいぐるみを、図書館にご招待

します。ぬいぐるみは、どんな夜を過ごすのかな。

12月17日(土)午前10時～午後6時 おあずかり

18日(日)午後1時～6時 お迎え

お迎え時に、お勧めの本を１冊ご紹介します。

小学生以下15名 ※予約が必要です。

今月の予定

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

朗読ボランティア「オリーブの会」より、

『ふるさとの民話 江田島・能美島』を題材と

した手作り大型紙芝居を寄贈していただきまし

た。『大黒神島を深江村と取り合ったはなし』

ほか２話の絵も付いています。

小学校でのよみき

かせなどに、ぜひご

活用ください。

キツネのゾロリとイシシ・ノシシがくり

ひろげる大人気「かいけつゾロリ」シリー

ズ。今回は、書庫に収めている本もまとめ

て展示します。この機会にぜひたくさんの

作品を読んでみてね。



一般書

絶筆 石原　慎太郎/著 文藝春秋 感動のサッとごはん さっと/著 KADOKAWA

カサンドラのティータイム 櫻木　みわ/著 朝日新聞出版 満月珈琲店のレシピ帖 桜田　千尋/著 主婦の友社

憐憫 島本　理生/著 朝日新聞出版 村上　祥子/著 扶桑社

特殊清掃人 中山　七里/著 朝日新聞出版 野菜で中華 今井　亮/著 成美堂出版

犬小屋アットホーム！ 大山　淳子/著 U-NEXT ひと皿満足スープ 榎本　美沙/著 KADOKAWA

invert　１　城塚翡翠倒叙集 相沢　沙呼/著 講談社 生活 収納上手のインテリア押入れ 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

invert　２　覗き窓の死角 相沢　沙呼/著 講談社 ガイド 講談社/編 講談社

すべてのことはメッセージ　小説ユーミン 山内　マリコ/著 マガジンハウス 版画 カッター1本でOK！はじめての消しゴムはんこ 立澤　あさみ/著

変な絵 雨穴/著 双葉社 闘病記 無人島のふたり 山本　文緒/著 新潮社

鬼人幻燈抄　１１　昭和編　花街夢灯籠 中西　モトオ/著 双葉社

ご隠居は福の神　１０　そこにある幸せ 井川　香四郎/著 二見書房 児童書

落花狼藉 朝井　まかて/著 双葉社 ほんとうにあったふしぎな話　１　ミイラのなぞ 桜井　信夫/文 あすなろ書房

風野　真知雄/著 KADOKAWA 桜井　信夫/文 あすなろ書房

新・入り婿侍商い帖　２　お波津の婿 千野　隆司/著 KADOKAWA 桜井　信夫/文 あすなろ書房

律義者　（新・知らぬが半兵衛手控帖　17） 藤井　邦夫/著 双葉社 黒田長政　（コミック版日本の歴史　83） 加来　耕三/企画・構成・監修 ポプラ社

一人二役　（吉原裏同心　38） 佐伯　泰英/著 光文社 ジブリの食卓アーヤと魔女 スタジオジブリ/監修 主婦の友社

おんなの花見 宮本　紀子/著 文藝春秋 みえる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ　みつこ/編 富山房

竹村　優希/著 双葉社 星空としょかんのジュリエット 小手鞠　るい/作 小峰書店

拙者、妹がおりまして　７　 馳月　基矢/著 双葉社 バンピー いとう　みく/著 静山社

宝島社 考えたことなかった 魚住　直子/著 偕成社

雷獣びりびり　（大江戸あやかし犯科帳） 高橋　由太/著 徳間書店 給食アンサンブル　２　 如月　かずさ/作 光村図書出版

幽落町おばけ駄菓子屋　１～５ 蒼月　海里/著 KADOKAWA 100ぴきかぞく 古沢　たつお/さく 大日本図書

御朱印でめぐる九州の神社 地球の歩き方編集室/編集 地球の歩き方 マリオナ・トロサ・システレ/作 あすなろ書房

四国八十八か所めぐり 昭文社 マリオナ・トロサ・システレ/作 あすなろ書房

伝記 毎度お騒がせいたします 前田　薫/著 あかりのともるおうち　ランタンハウス エリン・ネピア/さく 世界文化ブックス

香川　’２３　（まっぷるマガジン） 昭文社 にだんべっど 斉藤　倫/作 あかね書房

和歌山　白浜・高野山・熊野古道　’２２（まっぷるマガジン） 昭文社 おまもりえほん 国崎　信江/監修 日本図書センター

屋久島・奄美　　’２２（まっぷるマガジン） 昭文社 ポッポーきかんしゃゆきさんぽ とよた　かずひこ/著 アリス館

保育 PriPriパレット　2022-12・2023-1月 へいおまち！ 彦坂　有紀/作 講談社

教育 自分でできる子に育つ最高の言葉かけ レベッカ・ローランド/著 SBクリエイティブ スタジオジブリのヒロインがいっぱい スタジオジブリ/監修 徳間書店

生物学 日本の絶滅危惧生物図鑑 岩槻　邦男/編 丸善出版

ユマニチュードへの道 イヴ・ジネスト/著 誠文堂新光社 入荷予定情報　（入荷しているものもあります！）

はじめようランジ筋トレ 谷本　道哉/著 NHK出版

建築 日本100名城と続日本100名城めぐりの旅 萩原　さちこ/著 ＤＶＤ 『護られなかった者たちへ』 ＣＤ 『１st　Love』　なにわ男子/歌

型紙なしでまっすぐ縫いの着物リメイク　 松下　純子/著 日本ヴォーグ社 『グランド・ジャーニー』 『ウタの歌』　Ado/歌

作ってみたい！はじめてのきものリメイク 成美堂出版編集部/編 成美堂出版 『プロフェッショナル　１３１』 『瞳へ落ちるよレコード』　あいみょん/歌

ブティック社 『君は月夜に光り輝く』 DREAM　AＩ/歌

指が出せる棒針編みの2wayミトン みぞはた　ひろみ/著 アップルミンツ 『リトル・マーメイド』 BE:１　BE:FIRST/歌

ユーミン万歳！　YUMI MATSUTOYA/歌

よみもの

絵本

歯のひみつ（からだのひみつ、げんきのしくみ！　5）

『このミステリーがすごい』編集部/編

小説
（文庫）

小説

３分で読める！コーヒーブレイクに読む喫茶店の物語

神様たちのお伊勢参り　１２　長い旅路の果て　後編

変身の牛　（新・大江戸定年組　3）　※入荷予定

リーダーズノート出版

宗教

旅行

料理

メイツユニバーサルコンテンツ

村上祥子さんの一生元気でいられるバランスごはん

おならとげっぷのひみつ（からだのひみつ、げんきのしくみ！　4）

ほんとうにあったふしぎな話　２　ナスカ地上絵のなぞ

ほんとうにあったふしぎな話　３　ヒマラヤの雪男のなぞ

東京ディズニーリゾート完全ガイド　2023-2024

世界文化ワンダークリエイト

医学

ハンドメイドのかんたん子ども服　2022-2023秋冬  
手芸

ワン・パブリッシング

１１月にあたらしく入った本


