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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。

最後にはみんなで記念撮影。また遊びに来てね！

『ねずみくんだーれだ？』

なかえ よしを/作

上野 紀子/絵

ポプラ社

おともだちが次々とやってきて、ねずみく

んに「だーれだ？」と目かくしします。ねず

みくんはだれなのかわかりません。こんどは

自分が目かくしをしようとしますが…。

みんなが知っている「だーれだ」の遊びを

テーマにしたおはなしです。

（担当：髙森）

『小鳥』

第18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。

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

らしいスノードームを作りました。

ツリーに見立てた松ぼっくりをモール

などで飾り、フタ付きの透明カップに入

れました。水を使わないので、小さいお

子さんでも作れますよ。

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

【カンガルーくらぶ】

7日（土）10:30～

【ふれあい広場】

14日（土） 13:30～15:00

「フェルトで作る椿の花」

中学生以上 ６名（要予約）

【アート】

16日（月） 10:00～

【絵本の会】

② 17日（火） 10:00～

「語りを学ぶ」 ※ ①はお休みです。

【ＮＬＳ】

21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。

行事アルバム

今月の展示

【絵本でめぐる世界197か国 Part② アフリカ】

北部には世界最大のサハラ砂漠が広がる熱帯気候の

地域。一部の国を除き、19世紀以後にヨーロッパ諸

国に植民地支配され、20世紀後半に独立。かつては

奴隷貿易が行われ、絵本の中にもその影があります。

また、アフリカらしい植物や動物を描いた絵本も多く

あります。ぜひ読んでみて。

『ハンダのびっくりプレゼント』（ケニア）

アイリーン・ブラウン/作

『かわいいサルマ』（ブルキナファソ）

ニキ・ダリー/作

ほか

【今月の作家・高樹 のぶ子】

1946年山口県生まれ。東京女子大学短期大学部卒

業。「光抱く友よ」で芥川賞、「透光の樹」で谷崎潤

一郎賞受賞。紫綬褒章受章。文化功労者。

『白磁海岸』 小学館

『香夜（かぐや）』 集英社

『せつないカモメたち』 朝日新聞社

ほか

図書館員のいちおし

図書館からのおしらせ

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

【今月のミニ図書館】

１月１８日（水）

三高会館

１１時～１２時

おしゃれが大好き！

レモンくんの妹の

ライムちゃんです。

1月のふれあい広場では、フェルトで椿

の花を作ります。対象は中学生以上6名

まで。ご予約はお早めに！今月の予定



一般書

空をこえて七星のかなた 加納　朋子/著 集英社 成瀬　暢也/監修 ナツメ社

心霊探偵八雲INITIAL　FILE幽霊の定理 神永　学/著 講談社 医者からもらった薬がわかる本　２２ 医薬制度研究会/著 法研

連鎖 黒川　博行/著 中央公論新社 家計 ひとりで楽しく生きるためのお金大全 板倉　京/著 ダイヤモンド社

この世の喜びよ 井戸川　射子/著 講談社 手芸 手編みのどんぐり帽子 ブティック社

タクジョ！ 小野寺　史宜/著 実業之日本社 美しいねりきり 桔梗　有香子/監修 日東書院本社

あの日の交換日記 辻堂　ゆめ/著 中央公論新社 一生ものイタリアン 大島　節子著 主婦と生活社

任務　（松本清張未刊行短篇集） 松本　清張/著 中央公論新社 タサン志麻/著 扶桑社

馬上の星 宮城谷　昌光/著 中央公論新社 生活 新！掃除の解剖図鑑 エクスナレッジ

思い出リバイバル 彩坂　美月/著 講談社 最後の一年 毎日新聞運動部/著 毎日新聞出版

介錯人 (新・秋山久蔵御用控　15） 藤井　邦夫/著 文藝春秋 いままでとこれから 堀米　雄斗/著 KADOKAWA

影武者　（日暮左近事件帖　14） 藤井　邦夫/著 光文社 オトナ女子のすてきな語彙力帳 吉井　奈々/著 ダイヤモンド社

夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田　そのこ/著 新潮社 品格を磨く言葉遣い 宝島社

大河の剣　６　 稲葉　稔/著 KADOKAWA 東京あたふた族 益田　ミリ/著 ミシマ社

獄門首に誓った女　（九代目長兵衛口入稼業　4） 小杉　健治/著 集英社 湊かなえのことば結び 湊　かなえ/著 角川春樹事務所

北町の爺様　２　老同心の熱血 牧　秀彦/著 二見書房 手記 いつか、未来で にゅーいん著 主婦と生活社

理不尽なり　（はぐれ又兵衛例繰控　6） 坂岡　真/著 双葉社

望月　麻衣/著 文藝春秋 児童書

博物館 世界はさわらないとわからない 広瀬　浩二郎/著 平凡社 やらかした時にどうするか 畑村　洋太郎/著 筑摩書房

心理学 大嶋　信頼/著 祥伝社 やりたいことが見つからない君へ 坪田　信貴/著 小学館

もっと早く言ってよ。 一田　憲子/著 扶桑社 目で見ることばで話をさせて アン・クレア・レゾット/作 岩波書店

限りある時間の使い方 オリバー・バークマン/著 かんき出版 2番めにすき 吉野　万理子/作 くもん出版

みやぎから、 佐藤　健/著 NHK出版 KADOKAWA

広島の教科書 JTBパブリッシング 鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 小宮　輝之/監修 カンゼン

日本の論点　2023～24　 大前　研一/著 プレジデント社 それで、いい！ 礒　みゆき/作 ポプラ社

親ガチャという病 池田　清彦ほか/著 宝島社 うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠　るい/さく 講談社

そもそも民主主義ってなんですか？ 宇野　重規/著 東京新聞 うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠　るい/さく 講談社

生きるために必要な「法律」のはなし　 木村　真実監修 ナツメ社 奉還町ラプソディ 村中　李衣/作 BL出版

大人になるってどういうこと？ 神内　聡/著 くもん出版 おばけのしかえし 内田　麟太郎/文 岩崎書店

ボーダー 佐々　涼子/著 安藤　由紀/作・絵 岩崎書店

「コミュ障」のための社会学 岩本　茂樹/著 中央公論新社 タタム みつい　きなこ/さく・え 文芸社

「死にたい」に現場で向き合う 松本　俊彦/編 日本評論社 カレーはあとのおたのしみ シゲタ　サヤカ/著 えほんの杜

家族が誰かを殺しても 阿部　恭子/著 イースト・プレス にょっきりんどこどこ？ かしわら　あきお/作・絵 昭文社

数学 得点アップ数学公式図鑑 あきとんとん/著 KADOKAWA ねこさんのってくださーい かしわら　あきお/作・絵 昭文社

咲　セリ/著 ミネルヴァ書房 ねずみくんだーれだ？ なかえ　よしを/作 ポプラ社

脳梗塞の再発を防ぐ 岡田　靖/監修 NHK出版 だがし屋のおっちゃんはおばちゃんなのか？ 多屋　光孫/作 汐文社

どうする？家族のメンタル不調 井上　智介/著 集英社

ウルトラ図解糖尿病 山田　悟/監修 法研 　『ＨＡＰＰＹキッチン』　ＴＳＵＫＥＭＥＮ/演奏

不安なモンロー、捨てられないウォーホル クラウディア・カルブ/著 　『赤ちゃんが喜ぶ音楽』　Ｍａｋｉｋｏ　Ｈｉｒｏｈａｓｈｉ/演奏

本間　良子/著 青春出版社 ＤＶＤ 　『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』

小説
（文庫）

小説

1日2分！脳幹を鍛えれば子どもの才能はどんどん伸びる

人生訓

地理

社会

医学

集英社インターナショナル

日経ナショナルジオグラフィック

満月珈琲店の星詠み　４　メタモルフォーゼの調べ

誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方法

「死にたい」の根っこには自己否定感がありました。

ＣＤ
近日入荷予定

最近、飲みすぎてるなと思っている人のためのお酒の減らし方

日本ハウスクリーニング協会/著

à table SHIMA vol.03(2022冬号) ようこそ、タサン家のパーティへ　

アミとランのおとなになるまえの性の絵本　２　あのこがすき

メアリー・ポープ・オズボーン/著ヒマラヤ白銀のゴースト（マジック・ツリーハウス　50）

絵本

医学

料理

スポーツ

言語

エッセイ

よみもの

１２月にあたらしく入った本


