
図書館システム更新により、

３月２３日（木）～３１日（金）の間、臨時休館とします。

（江田島図書館・大柿公民館図書室も同様です）

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/

○おはなしレストラン

① ７日（火） “今年のＢＥＳＴ１”

② ２１日（火） 語りを学ぶ

午前１０時～１１時３０分

○アート

１０日（金） 午前１０時～１２時

「あそびアートで人の１２感覚を知る」

○カンガルーくらぶ

１７日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分

ママと赤ちゃんのおはなし会

○読書会

１７日（金） 午後１時３０分～３時

『無私の日本人』磯田道史/著を読んで

「殿、利息でござる」ＤＶＤ鑑賞

○ふれあい広場

18日（土）午後2時～3時

「手作りカードでお祝いしよう！」

※くわしくは中ページをご覧ください。

○ＮＬＳ （のうみライブラリーシンフォニー）

18日（土）午後４時～６時

○チクチクさん

２１日（火） 午後１時３０分～３時

「羊毛フェルトでかわいい動物を作ろう」

３月の行事予定

○能美図書館○

読んでみて！

『人生の踏絵』
遠藤 周作/著

新潮社

人生にも、さまざまな「踏

絵」がある。そんな踏絵を踏

んでしまう弱い人間にこそ、神

は寄り添ってくれる・・・。不朽

の傑作「沈黙」の創作秘話を

はじめ、文学と宗教、人生の

救済と奥深さを縦横に語る

遠藤周作の名講演集。

『あおのじかん』
イザベル・シムレール/文・絵

岩波書店

お日様が沈み、夜がやっ

てくるまでのひととき、あたりは

あおいろに染まるーそれがあ

おのじかん。特別な「時」を

味わう美しい絵本。絵本専

門士：大平さんもおすすめで

した。

『ズートピア』（ＤＶＤ）

動物が人間のように暮ら

す大都会、ズートピア。誰も

が夢をかなえられる社会に

危機が訪れていた。立ち上

がったのは、立派な警察官

になることを夢見るウサギの

ジュディ。サギ師のニックを相

棒に、奇跡を起こすことがで

きるのか！？

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 2 30 31 31

ジャンル 書名 著作者など

不時着する流星たち 小川　洋子/著

居酒屋お夏　６　きつねの嫁　【文庫】 岡本　さとる/著

花を呑む　(「弥勒」シリーズ　７） あさの　あつこ/著

夏をなくした少年たち 生馬　直樹/著

しんせかい　（芥川賞受賞作品） 山下　澄人/著

江戸の家計簿 磯田　道史/監修

戦争中の暮しの記録 暮しの手帖編集部/編

人生訓 ちょっと早めの老い支度　続々 岸本　葉子/著

保育で使える！ワクワク手袋シアター ａｍｉｃｏ/著

誕生日＊行事カードアイディア くまだ　まり/著

教育 発達障害の子のための「すごい道具」 安部　博志/著

健康診断が楽しみになる！
　コレステロール・中性脂肪を自分でらくらく下げる本

石川　俊次/監修

だって更年期なんだもーん　治療編 善方　裕美/著

認知症かな?と思ったらすぐ読む本 朝田　隆/監修

社会の中で居場所をつくる 東田　直樹/著

料理 ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ　ＢＡＫＥ ムラヨシ　マサユキ/著

仕事も家庭も楽しみたい！わたしがラクする家事時間 Ｅｍｉ/著

私のごひいき 高峰　秀子/著

フェルトで作るデイズニーつるし飾り＆リース 佐々木　公子/著

手のひらサイズのちいさな立体カード 鈴木　孝美/著

エコクラフトで作るつるし飾り 丹野　安祐子/著

人生の踏絵 遠藤　周作/著

野良猫を尊敬した日 穂村　弘/著

山猫珈琲　下巻 湊　かなえ/著

うっとり、チョコレート 青木　菜緒ほか/著

井伊直政　（コミック版日本の歴史　５５） 加来　耕三/監修

グリム童話全集 グリム兄弟/編著

Ｌｉｆｅ くすのき　しげのり/作

とらさんおねがいおきないで ブリッタ・テッケントラップ/作・絵

あおのじかん イザベル・シムレール/文・絵

アリとハト イソップ/原作

レッド マイケル・ホール/作

きょうはたんじょうび 中川　ひろたか/文

ファントーム 宇多田　ヒカル/歌

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ全集 ベートーヴェン/作

ちびまる子ちゃんセレクション　お誕生日編

あん

ビリギャル

ズートピア

ＣＤ

ＤＶＤ

よみもの

絵本

小説

歴史

医学

生活

手芸

エッセイ

保育

２月のふれあい広場より



沖美町在住 Ｍさん

『身近な素材でつくる

小学生のわくわく工作』

成美堂出版編集部/編

びっくりパラソル、鉄道模型、お菓子の箱のでんでん

太鼓、ふしぎＢＯＸ・・・。家にある素材でつくれる楽しい

工作アイデアが満載の一冊。

眺めているだけでもわくわくします！夏休みの工作の

宿題にもおすすめです！

３月の

ミニ図書館
今月の運転手は

ワーサーくん！

３月１日（水）
15日（水）

三高会館
１１時～１２時

「待っててね！」

今月の展示

わたしのいちおし（９８）

■ カードづくりの本 ■

３月のふれあい広場にちなんで、カード作りの本を

展示します。世界に一枚だけの手づくりカードで、心を

込めたメッセージを届けよう！

『Ｈａｐｐｙを伝える手作りカード』

『ポップアップの世界』

『立体切り紙カード』

『ポップアップで遊びましょ！』

『5分で立体カード』

『Ｈａｐｐｙ手づくりポップアップカードＢＯＯＫ』

『手作りの立体カード』

続いています！本のおたのしみ袋

何が入っているかは、開けてからのおたのしみ！

【テーマ】

「にわとりのように、朝を手に入れよう！」

「きん・キン・金？」

「神ってる？」

「君の名は？」

「不思議な世界へようこそ」

※ 大人用と子ども用があり、各３冊ずつ入っています。

テーマごとに予約をかけることもできます。・

図書館で勉強しよう！

本を読むだけじゃない！

宿題や調べ学習には、

図書館閲覧室内の学習

コーナーをご利用ください。4月のふれあい広場

恒例の

お花見茶会♪

４月８日（土）

お楽しみに！

◆ よみきかせの出前 ◆

能美図書館のよみきかせサークル「おはなしレストラン」は、

今年度も市内各保育園や児童館へ、たくさんの絵本の出

前に行ってきました。どこの子ども達も、「先生ではない大

人」が絵本を読みに来るのを、とても楽しみに待っていてくれ

ました。

また、1月には、おはなしレストラン主催で、絵本専門士・大

平秀雄さんを招き、絵本やよみきかせについての講演をして

いただきました。その中で、子どもたちに絵本を読んできかせ

ることの大切さを、改めて学ぶことが出来ました。

４月からも、子どもと本をつなぐ架け橋になれるよう、頑張り

たいと思います。

３月のふれあい広場

「手づくりカードでお祝いしよう！」

３月は、卒業や旅立ちなど、メッセージを贈ることの多い季節です

ね。手づくりのオリジナルカードに思いを込めてみませんか？

３月１８日（土） １４時～１５時

能美図書館 ２階研修室

対象 どなたでも

※幼児は保護者同伴

定員 １５名

立体カードを作ります。材料・道具は、すべて図書館で用意しま

す。人数に限りがありますので、あらかじめご予約下さい。

４月１日（土）より、江田島市立図書館のシステムがリニューア

ルします。業務用のパソコンをはじめ、館内検索機（ＯＰＡＣ）、

ホームページ等もすべて新しくなります。その準備のため、

３月２３日（木）～３月３１日（金）の期間、全館（室）を臨時休館

といたします。ホームページも使用できません。

利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協

力をお願いいたします。

※休館中、本・雑誌の返却は、返却ポストへお願いします。

ただし、ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオは、４月１日（土）以降に、窓口カウン

ターへお願いします。

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 2 30 31

毛糸で作る くまのカップケーキ
（２月のふれあい広場より）

２月のふれあい広場では、毛糸を使って、くまのカップケーキを作りまし

た！

昔ながらの、毛糸をぐるぐる巻いて、くくって、切りそろえていくという作り

方なので、小さなお子さんでも挑戦できます。

ただの毛糸のかたまりが、ハサミを入れていくうちに、だんだんとくまの

顔になっていくのがうれしくて、子どもたちも一生懸命作り上げました！

今回は、ほとんど一色の毛糸で仕上げていますが、何色かを組み合わ

せれば、いろんなものが作れます。ぜひ挑戦してみてね！

『かわいいかたちのポンポンづくり』

『ポンポンで作るかわいいアニマル歳時記』

『カラフルでチャーミングな小もの』

返し忘れはありませんか？

最近、借りた本やＣＤ・ＤＶＤの返し忘れが増

えています。特に、話題の本や新しいＤＶＤは

予約が集中し、２～３か月待っていただく場合

もありますので、期限を守ってご返却ください。

３月は、引っ越しや荷物の片付けの多い時

です。今一度ご家庭でご確認ください。

棚の一角に“図書館の本コーナー”を作るの

もおすすめですよ！

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


