
『ももたろう』　（日本） 『掬えば手には』　瀬尾　まいこ/著　講談社

松居　直/文　福音館書店 『空をこえて七星のかなた』

『王さまと九人のきょうだい』　（中国） 加納　朋子/著　集英社

君島　久子/訳　岩波書店 『目で見ることばで話をさせて』

ほか

『やらかした時にどうするか』

畑村　洋太郎/著　筑摩書房

『やりたいことが見つからない君へ』

坪田　信貴/著　小学館

『限りある時間の使い方』

『大人になるってどういうこと？』　

神内　聡/著　くもん出版

『世界はさわらないとわからない』　

広瀬　浩二郎/著　平凡社

『そもそも民主主義ってなんですか？』

宇野　重規/著　東京新聞

大嶋　信頼/著　祥伝社

『「コミュ障」のための社会学』　

岩本　茂樹/著　中央公論新社

『いつか、未来で』

にゅーいん/著　主婦と生活社

『最後の一年』

毎日新聞運動部/著　毎日新聞出版

『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

『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

『もっと早く言ってよ。』

一田　憲子/著　扶桑社

『いままでとこれから』

堀米　雄斗/著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

『みやぎから、』　佐藤　健/著　ＮＨＫ出版

ほか

オリバー・バークマン/著　かんき出版

アン・クレア・レゾット/作　岩波書店　

『誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方法』

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/

日 月 火 水 木 金 土
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第２２０号 令和５年２月１日

今月の展示

のうみ図書館

だより

『いまがいい』

たかだ しんいち/さく

文研出版（えほんのもり）/出版

ぶたの女の子が「タマゴわってみたい!」とお願いす

ると「こんどね」といわれ、「じてんしゃ、のりた

い」というと「おおきくなったらね」というへんじ。

ついに女の子は怒り出してしまい…。

さあ、女の子の「今やりたい！」は、かなうので

しょうか。 （担当：関本）

能美図書館

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。

【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。

【カンガルーくらぶ】絵本コーナーでおはなし会

４日（土）10時30分～

【絵本の会】

①７日（火） 10時～12時

「光を感じる絵本」

②２１日（火） 10時～12時

「語りを学ぶ」

【アート】

1３日（月） 10時～12時

【ふれあい広場】

１８日（土） 14時～15時

「ケーキ屋さんになろう！」

【ＮＬＳ】

１８日（土） 16時～18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。

今月の予定

【絵本でめぐる世界 Part③アジア】

世界の人口の約６割が住み、中国やインドのように

人口が１０億人を超える国もあるアジア。おだやかな

温帯気候の東アジアには日本も含まれ、世界の中でも

特に経済が発達した地域となっています。

【今月の作家・ターシャ・テューダー】

1915年アメリカ、ボストンに生まれる。23歳で

初めての絵本『パンプキン・ムーンシャイン』を出版。

その後、4人の子どもたちとの暮らしなど、美しい

日々を描いた絵本を数多く発表。アメリカ、バーモン

ト州で、広大な庭とコーギ犬や動物たちに囲まれ、

1830年代の暮らしを続けた。

2008年に92歳で逝去。

ふれあい広場

1月のふれあい広場では、フェルトを使って椿の花

を作りました。参加者は手際よく仕上げ「かわい

い！」「玄関に飾ります！」と、喜ばれていました。

休館についてのお知らせ

3月21日（火）～3月30日（木）
この期間は、図書館システムの更新と蔵書点検に

伴い、江田島図書館、大柿図書室とともに休館い

たします。お迷惑をおかけしますが、ご理解ご協

力をお願いします。

2月のふれあい広場では、トイレットペーパーの芯

を使ってケーキを作ります。対象は小学生以下６名。

（小さいお子さんは保護者同伴）ご予約はお早めに！

2月18日（土） 午後2時～3時



一般書 ６６歳、動物行動学研究家。ようやく「自分」

川のほとりに立つ者は 寺地　はるな/著 双葉社 という動物のことがわかってきた。

祝祭のハングマン 中山　七里/著 文藝春秋 医学 アルツハイマー病になった母がみた世界 齋藤　正彦/著 岩波書店

罪の境界 薬丸　岳/著 幻冬舎 生活 すこやかなほうへ 小川　奈緒/著

ここが終の住処かもね 久田　恵/著 潮出版社 手芸 アップルミンツ

鎌倉駅徒歩８分、空室あり 越智　月子/著 幻冬舎 料理 杵島　直美/著 ブティック社

風の値段 堂場　瞬一/著 小学館 出産 産後リセトレ 吉田　千鶴/著 東洋館出版社

少女霊異記 高樹　のぶ子/著 文藝春秋 育児 すぐできる！フリージング離乳食 牧野　直子/著

オライオン飛行 高樹　のぶ子/著 講談社 スポーツ サッカー・ワールドカップ２０２２メモリアルフォトブック 世界文化ブックス

南町奉行と犬神の家　（耳袋秘帖） 風野　真知雄/著 文藝春秋 エッセイ 文藝春秋昭和・平成・令和傑作選 文藝春秋

隠し船の館　（口入屋用心棒　４９） 鈴木　英治/著 双葉社

お多福　（新・知らぬが半兵衛手控帖　１８）藤井　邦夫/著 双葉社 児童書

拙者、妹がおりまして　８ 馳月　基矢/著 双葉社 鈴木　のりたけ/作 ブロンズ新社

荒ぶるや　（空也十番勝負　９） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 粟生　こずえ/作 あかね書房

向島・箱屋の新吉　新章３　決断の刻 小杉　健治/著 KADOKAWA 加来　耕三/監修 ポプラ社

これは経費で落ちません！　１０ 青木　祐子/著 集英社 ぼくたちはまだ出逢っていない 八束　澄子/著 ポプラ社

早見　俊/著 二見書房 廣嶋　玲子/作 講談社

潜入味見方同心　５　牛の活きづくり 風野　真知雄/著 講談社 テーマパークのサバイバル　 ポドアルチング/文 朝日新聞出版

乱れ坊主　（公家武者信平ことはじめ　１１）佐々木　裕一/著 講談社 わたしがあんであげる せな　けいこ/作・絵 金の星社

老中　（蘭方医・宇津木新吾　１５） 小杉　健治/著 双葉社 カラスですけどなにか…！？ はまの　弥子/ぶん 文芸社

佐々木　裕一/著 双葉社 まっくらやみのかいぶつ ゆぎ書房

お勝手のあん　７　あんの明日 柴田　よしき/著 角川春樹事務所 きみだけの夜のともだち ポプラ社

冬の縁談　　（北の御番所反骨日録　６） 芝村　凉也/著 双葉社 ちいさなちいさなヤクのガーティ ルー・フレイザー/文 岩崎書店

西国の宝船　（おれは一万石　２３） 千野　隆司/著 双葉社 みかんきょうだいのたんけん ホソカワ　レイコ/作 BL出版

風月の記　（初代北町奉行米津勘兵衛　８） 岩室　忍/著 祥伝社 いまがいい たかだ　しんいち/さく 文研出版

恩讐　（隠密鑑定秘禄　２） 上田　秀人/著 徳間書店

根深汁　（居酒屋お夏 春夏秋冬　６） 岡本　さとる/著 幻冬舎 ■ 202３年 本屋大賞ノミネート作品 ■

従者　（鬼役伝　４） 坂岡　真/著 光文社 川のほとりに立つ者は 寺地　はるな/著 双葉社

北町奉行所前腰掛け茶屋　５　迷い恋 吉田　雄亮/著 実業之日本社 君のクイズ 小川　哲/著 朝日新聞出版

書店 本屋で待つ 佐藤　友則/著 夏葉社 汝、星の如く 凪良　ゆう/著 講談社

歴史 家康の天下取り 加来　耕三/著 つちや書店 ラブカは静かに弓を持つ 安壇　美緒/著 集英社

地理 「たび活×住み活」in広島 大沢　玲子/著

山口・萩・下関　’24　（まっぷるマガジン） 昭文社

鹿児島　　’24　（まっぷるマガジン） 昭文社

青森　　’24　（まっぷるマガジン） 昭文社

千葉・房総　’24　（まっぷるマガジン） 昭文社 ■ 絵本屋さん大賞・入賞作品 ■

大分・別府　由布院　’24　（まっぷるマガジン） 昭文社 第１位 大ピンチずかん 鈴木　のりたけ/作 小学館

建築 家づくりのすべてがスラスラわかる本　２０２３ エクスナレッジ 第３位 さかなくん しおたに　まみこ/著 偕成社

社会 母親になって後悔してる オルナ・ドーナト/著 新潮社 第６位 のらねこぐんだんラーメンやさん 工藤　ノリコ/著 白泉社

教育 だれが校則を決めるのか 内田　良/編 岩波書店 第９位 ひよこはにげます 五味　太郎/作 福音館書店

民話 昔話の扉をひらこう 小澤　俊夫/著 暮しの手帖社 第１０位 バスが来ましたよ 由美村　嬉々/文 アリス館

旅行

小説

小説
（文庫）

ファーストステップ出版

椿平九郎留守居秘録　７　暴け！闇老中の陰謀

新・浪人若さま新見左近　１２　　すももの縁

ジッパーつきポリ袋でつくる誰でもできる手前味噌

minimofuu　toyのフェルトで作る、１２ケ月の飾り

集英社クリエイティブ

ワン・パブリッシング

動物学 竹内　久美子/著 ワニブックス

しごとへの道　１　パン職人　新幹線運転士　研究者

3分間サバイバル　（チャンスを生かせ！大富豪の一手）

この他、『宙ごはん』　町田　そのこ/著　小学館、『月の立つ林で』　青山　美智子/著　ポプラ社
　　　　『＃真相をお話しします』結城　真一郎/著　新潮社、『爆弾』　呉　勝浩/著　講談社
　　　　『光のとこにいてね』　一穂　ミチ/著　文藝春秋、『方舟』　夕木　春央/著　講談社
も、選出されています。ぜひ読み比べてみてください。

能美

徳川家康外伝　（コミック版日本の歴史　84）

ふしぎな図書館とやっかいな相棒（ストーリーマスターズ　3）

アウスロイグ・ヨウンスドッティル/絵・文

セング・ソウン・ラタナヴァン/作

よみもの

絵本

１月にあたらしく入った本


