
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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○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場
４４４４日日日日（（（（土土土土）））） 午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～４４４４時時時時

「「「「切切切切りりりり絵絵絵絵をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！」！」！」！」

○○○○おはなしレストランおはなしレストランおはなしレストランおはなしレストラン
①①①①7777日日日日（（（（火火火火）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～11111111時時時時30303030分分分分
②②②②２１２１２１２１日日日日（（（（火火火火）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～11111111時時時時３０３０３０３０分分分分

○○○○カンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶ
１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分

ママとママとママとママと赤赤赤赤ちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなし会会会会

○○○○読書会読書会読書会読書会
１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時

『『『『結婚式結婚式結婚式結婚式であったであったであったであった心温心温心温心温まるまるまるまる物語物語物語物語』』』』

○○○○ＮＬＳＮＬＳＮＬＳＮＬＳ

１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土）））） 午後午後午後午後４４４４時時時時～～～～６６６６時時時時

○○○○チクチクさんチクチクさんチクチクさんチクチクさん

２１２１２１２１日日日日（（（（火火火火）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時

「「「「梅雨飾梅雨飾梅雨飾梅雨飾りりりり ：：：： あじさいのあじさいのあじさいのあじさいの置物置物置物置物」」」」

○○○○アートアートアートアート

２２２２４４４４日日日日（（（（金金金金）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時

「「「「あそびアートであそびアートであそびアートであそびアートで人人人人のののの１２１２１２１２感覚感覚感覚感覚をををを知知知知るるるる」」」」

第１４０号 平成２８年６月1日

６６６６月月月月のののの行事予定行事予定行事予定行事予定

○能美図書館○

読んでみて！

『『『『汚名汚名汚名汚名』』』』

見延見延見延見延 典子典子典子典子////著著著著

幕末、贋金造りの命

を下し罰せられた男が、

近代になり広島市長に

なったー。戦争、コレラ禍

など、多くの苦難が人々

を巻きこんでいく中、半田

健夫は「贋金市長」と

揶揄されながらも懸命に

市政に取り組み・・・。史実

に基づいた小説。

『『『『里山里海里山里海里山里海里山里海』』』』

～～～～生生生生きるためのきるためのきるためのきるための知恵知恵知恵知恵とととと

作法作法作法作法、、、、循環型循環型循環型循環型のののの暮暮暮暮らしらしらしらし

「里山里海には、共に

支えあう暮らしがあった。

昭和３０年代の家族

と集落の役割や、持

続可能な暮らしのあり

方を紹介しながら、今

の日本が、なぜかつて

の里山里海の暮らし

に学ぶ必要があるのか、

その本質を解き明かす。

『『『『ねこがおおきくねこがおおきくねこがおおきくねこがおおきく

なりすぎたなりすぎたなりすぎたなりすぎた』』』』

ﾊﾝｽ･ﾄﾗｸｽﾗｰﾊﾝｽ･ﾄﾗｸｽﾗｰﾊﾝｽ･ﾄﾗｸｽﾗｰﾊﾝｽ･ﾄﾗｸｽﾗｰ////作作作作・・・・絵絵絵絵

ねこを飼うことにしたローマイヤ―夫妻。小さくてかわいい子ねこ

をもらってきたはずだったのに・・・。一体どこまで大きくなるの？風刺

画家としても知られるドイツの絵本作家による、とぼけた味わいの

ユーモア絵本。

ジャンルジャンルジャンルジャンル 書名書名書名書名 著作者著作者著作者著作者などなどなどなど

残り者 朝井　まかて/著

孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと 瀧森　古都/著

スイム！スイム！スイム！ 五十嵐　貴久/著

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ/著

ヒーロー！ 白岩　玄/著

ギケイキ 町田　康/著

汚名 見延　典子/著

秋霜 葉室　麟/著

奥様はクレイジーフルーツ 柚木　麻子/著

神戸栄町アンティーク堂の修理屋さん 竹村　優希/著

氷解のウラヌス 赤城　毅/著

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ Ｇｏｏｇｌｅサービスがぜんぶわかる本

伝記 シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン/著

航海記 海のグレートジャーニーと若者たち 関野　吉晴/著

日本の未来 櫻井　よしこ/著

新入社員は、なぜ？「泣いてしまうのか」なぜ？「辞めてしまうのか」 齋藤　浩/著

障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本 渡部　伸/著

教育 「才色兼備」が育つ神戸女学院の教え 林　真理子/著

寝たきりにならずにすむ筋肉の鍛え方 荒井　秀典/著

骨も筋肉も衰えない４０歳からのやせるレシピ 森　拓郎/著

すごい塩 白澤　卓二/著

自然科学 里山里海 養父　志乃夫/著

すくって楽しい！スコップレシピ 田村　つぼみ/著

糖質オフのやせる作りおき 牧田　善二/著

園芸 身近なグリーンで作る、飾るインテリア小物＆プチアレンジ 鴨下　ふみえ/著

ワイヤーでつくるかご＆バスケット 蔭山　はるみ/著

クラフトバンドで作るカンタン！ミニチュアハウス ゆめひろフレンドシップ/編

芸術 あの時から空が変わった 星野　富弘/著

おばけやさん　５・６ おかべ　りか/作

食いしんぼうカレンダー 柳澤　みの里/文

のんびり村は大さわぎ！ アンナレーナ・ヘードマン/作

ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと/作

ＩＱ探偵ムー　（シリーズ～１８巻） 深沢　美潮/作

ねこがおおきくなりすぎた ハンス・トラクスラー/作・絵

ネコヅメのよる 町田　尚子/作

トルーシー・トルトルとトラ ヘレン・スティーヴンズ/作

ぬけすずめ 桃月庵白酒/文

すずめくんどこでごはんたべるの？ たしろ　ちさと/ぶん・え

絵本

工作

よみもの

小説
（文庫）

小説

社会

医学

料理

このこのこのこの他他他他にもにもにもにも、、、、毎週新毎週新毎週新毎週新

しいしいしいしい本本本本がががが入荷入荷入荷入荷していしていしていしてい

ますますますます。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽におたにおたにおたにおた

ずねくださいずねくださいずねくださいずねください。。。。



『『『『蒼山日菜蒼山日菜蒼山日菜蒼山日菜がががが教室教室教室教室でででで教教教教えているえているえているえている切切切切りりりり絵絵絵絵のコツのコツのコツのコツ』』』』
『『『『かわいいフォトデコかわいいフォトデコかわいいフォトデコかわいいフォトデコ切切切切りりりり紙紙紙紙』』』』
『『『『和和和和のこよみのこよみのこよみのこよみ切切切切りりりり紙紙紙紙』』』』
『『『『おとぎのおとぎのおとぎのおとぎの国国国国をををを楽楽楽楽しむアンデルセンのしむアンデルセンのしむアンデルセンのしむアンデルセンの切切切切りりりり紙紙紙紙』』』』
『『『『立体切立体切立体切立体切りりりり絵絵絵絵カードカードカードカード』』』』
『『『『画用紙画用紙画用紙画用紙でつくるでつくるでつくるでつくる白白白白いいいい立体切立体切立体切立体切りりりり紙紙紙紙』』』』
『Ｐａｐｅｒ　Ｍａｄｅ』『Ｐａｐｅｒ　Ｍａｄｅ』『Ｐａｐｅｒ　Ｍａｄｅ』『Ｐａｐｅｒ　Ｍａｄｅ』
　　　　ほかほかほかほか

『『『『もっともっともっともっと素敵素敵素敵素敵なウエディングなウエディングなウエディングなウエディング
            ペーパーアイテムの            ペーパーアイテムの            ペーパーアイテムの            ペーパーアイテムの作作作作りりりり方方方方』』』』
『『『『花嫁花嫁花嫁花嫁のヘアのヘアのヘアのヘア＆＆＆＆メイクメイクメイクメイク』』』』
『『『『ウェディングのマナーとコツウェディングのマナーとコツウェディングのマナーとコツウェディングのマナーとコツ』』』』
『『『『結婚結婚結婚結婚のののの段取段取段取段取りのすべてがわかるりのすべてがわかるりのすべてがわかるりのすべてがわかる本本本本』』』』
『『『『結納結納結納結納とととと結婚結婚結婚結婚しきたりしきたりしきたりしきたり百科百科百科百科』』』』
『『『『結婚式結婚式結婚式結婚式でででで本当本当本当本当にあったにあったにあったにあった心温心温心温心温まるまるまるまる物語物語物語物語』』』』
『『『『スマイルウェディングレッスンノートスマイルウェディングレッスンノートスマイルウェディングレッスンノートスマイルウェディングレッスンノート』』』』
『『『『オリジナルウェディングのためのオリジナルウェディングのためのオリジナルウェディングのためのオリジナルウェディングのための手手手手づくりづくりづくりづくり小物小物小物小物』』』』
『『『『メモリアルテディベアブックメモリアルテディベアブックメモリアルテディベアブックメモリアルテディベアブック』』』』
　　　　ほかほかほかほか

６６６６月月月月のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい広場広場広場広場は・・・は・・・は・・・は・・・

「「「「切切切切りりりり絵絵絵絵をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！」！」！」！」

平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年6666月月月月４４４４日日日日（（（（土土土土））））

午後午後午後午後2222時時時時～～～～４４４４時時時時

能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館 ２２２２階研修室階研修室階研修室階研修室

定員定員定員定員：：：：１２１２１２１２名名名名（（（（大人大人大人大人のののの方方方方））））

参加費参加費参加費参加費：：：：２００２００２００２００円円円円（（（（材料代材料代材料代材料代）

6月の

ミニ図書館

今月の運転手はははは

シーくんシーくんシーくんシーくん

６月 １日（水）
１６日（水）

三高会館
１１時～１２時

※※※※市民市民市民市民サービスセンターはサービスセンターはサービスセンターはサービスセンターは、、、、午後午後午後午後２２２２時時時時１５１５１５１５分分分分～～～～３３３３時時時時までまでまでまで,,,,

大柿公民館図書室大柿公民館図書室大柿公民館図書室大柿公民館図書室のののの担当者担当者担当者担当者がががが参参参参りますりますりますります。。。。

今月の展示

「「「「子子子子どもどもどもども司書司書司書司書」」」」はははは、、、、子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動をすすめをすすめをすすめをすすめ

るリーダーでするリーダーでするリーダーでするリーダーです。。。。

これからこれからこれからこれから約一年約一年約一年約一年かけてかけてかけてかけて、、、、本本本本のののの種類種類種類種類についてについてについてについて

学学学学んだりんだりんだりんだり、、、、他他他他のののの子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに読書読書読書読書をををを勧勧勧勧めるめるめるめる活動活動活動活動

についてについてについてについて学学学学びますびますびますびます。。。。実際実際実際実際にににに、、、、江田島市内江田島市内江田島市内江田島市内のののの図図図図

書館内書館内書館内書館内でのでのでのでの実習実習実習実習もありますもありますもありますもあります。。。。

一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに、、、、読書読書読書読書のののの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを

広広広広めてほしいですねめてほしいですねめてほしいですねめてほしいですね。。。。

5月5日

遊んだ！あそんだ！

こどもの日スペシャル

図書館職員図書館職員図書館職員図書館職員おすすめおすすめおすすめおすすめ

『『『『新新新新・・・・野菜野菜野菜野菜のののの便利帳便利帳便利帳便利帳 健康編健康編健康編健康編』』』』

名取名取名取名取 貴光貴光貴光貴光/監修監修監修監修

普段普段普段普段、、、、何気何気何気何気なくなくなくなく食食食食べているべているべているべている野菜野菜野菜野菜やややや果物果物果物果物ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその

栄養栄養栄養栄養をををを最大限最大限最大限最大限にににに活活活活かすかすかすかす方法方法方法方法をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？

このこのこのこの本本本本にはにはにはには、、、、野菜野菜野菜野菜・・・・果物果物果物果物・・・・海藻海藻海藻海藻・・・・豆類豆類豆類豆類・ハーブ・ハーブ・ハーブ・ハーブ等等等等につにつにつにつ

いていていていて、、、、栄養栄養栄養栄養・・・・食食食食べべべべ合合合合わせのコツからわせのコツからわせのコツからわせのコツから保存方法保存方法保存方法保存方法までまでまでまで、、、、あらあらあらあら

ゆるゆるゆるゆる魅力魅力魅力魅力がががが満載満載満載満載ですですですです。。。。 カラフルなカラフルなカラフルなカラフルな野菜野菜野菜野菜のののの、、、、料理料理料理料理のののの

写真写真写真写真をををを見見見見るだけでもるだけでもるだけでもるだけでも楽楽楽楽しいしいしいしい一冊一冊一冊一冊。。。。ぜひぜひぜひぜひ読読読読んでみてんでみてんでみてんでみて！！！！

今年今年今年今年はははは““““手手手手””””をををを使使使使ってってってって遊遊遊遊ぶことをテーマとしぶことをテーマとしぶことをテーマとしぶことをテーマとし、、、、快晴快晴快晴快晴のもとのもとのもとのもと、、、、大大大大
人人人人もももも子子子子どももどももどももどもも元気元気元気元気にににに遊遊遊遊びましたびましたびましたびました！！！！

ストローからとびだすしゃぼんストローからとびだすしゃぼんストローからとびだすしゃぼんストローからとびだすしゃぼん玉玉玉玉にににに目目目目をををを輝輝輝輝かせるかせるかせるかせる子子子子どもやどもやどもやどもや、、、、くずくずくずくず
れてもくずれてもれてもくずれてもれてもくずれてもれてもくずれても泥泥泥泥だんごだんごだんごだんご作作作作りにりにりにりに挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする子子子子ども・・・ども・・・ども・・・ども・・・。。。。またまたまたまた、、、、得意得意得意得意そそそそ
うにめんこのうにめんこのうにめんこのうにめんこの見本見本見本見本をををを見見見見せるおせるおせるおせるお父父父父さんやさんやさんやさんや、、、、どろどろになったどろどろになったどろどろになったどろどろになった子子子子どもをどもをどもをどもを
笑顔笑顔笑顔笑顔でででで見守見守見守見守るおるおるおるお母母母母さん・・・さん・・・さん・・・さん・・・。。。。遠遠遠遠くにくにくにくに出出出出かけなくてもかけなくてもかけなくてもかけなくても、、、、おおおお金金金金をかけなくをかけなくをかけなくをかけなく
てもてもてもても、、、、身近身近身近身近なななな遊遊遊遊びびびび道具道具道具道具でででで、、、、大人大人大人大人でもでもでもでも子子子子どもでもたっぷりどもでもたっぷりどもでもたっぷりどもでもたっぷり楽楽楽楽しめたしめたしめたしめた
一日一日一日一日となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

またまたまたまた、、、、館内館内館内館内のののの「「「「生生生生きものきものきものきもの写真展写真展写真展写真展」」」」もももも大好評大好評大好評大好評。。。。孫孫孫孫をををを連連連連れてれてれてれて来来来来
館館館館されていたされていたされていたされていた女性女性女性女性はははは、「、「、「、「今今今今にもにもにもにも動動動動きききき出出出出しそうなしそうなしそうなしそうな写真写真写真写真ですねですねですねですね」」」」とととと、、、、
感心感心感心感心してしてしてして見入見入見入見入っていましたっていましたっていましたっていました。。。。

■■■■ 「結婚」に関する本「結婚」に関する本「結婚」に関する本「結婚」に関する本

今年度今年度今年度今年度もももも、、、、児童文学誌児童文学誌児童文学誌児童文学誌『『『『小鳥小鳥小鳥小鳥』』』』（（（（第第第第１２１２１２１２号号号号））））にににに掲掲掲掲
載載載載するするするする作品作品作品作品をををを募集募集募集募集しますしますしますします。。。。

■■■■募集内容募集内容募集内容募集内容■■■■

○○○○童話童話童話童話、、、、おきかえおきかえおきかえおきかえ詩詩詩詩、、、、詩詩詩詩、、、、川柳川柳川柳川柳
生活作文生活作文生活作文生活作文（（（（生活作文生活作文生活作文生活作文はははは小小小小３３３３までまでまでまで））））

○○○○表紙絵表紙絵表紙絵表紙絵（（（（背景付背景付背景付背景付きききき「「「「小鳥小鳥小鳥小鳥」」」」のののの絵絵絵絵））））

○○○○童話童話童話童話、、、、おきかえおきかえおきかえおきかえ詩詩詩詩
○○○○童謡童謡童謡童謡（（（（曲曲曲曲とととと歌詞歌詞歌詞歌詞））））

※※※※おきかえおきかえおきかえおきかえ詩詩詩詩とはとはとはとは、、、、自分自分自分自分をををを動植物動植物動植物動植物やややや山山山山・・・・川川川川・・・・海海海海・・・・建建建建
造物造物造物造物・・・・他人他人他人他人などなどなどなど、、、、自然自然自然自然のののの中中中中でででで共存共存共存共存しているしているしているしている物物物物やややや者者者者にににに
おきかえておきかえておきかえておきかえて（（（（なりきってなりきってなりきってなりきって））））そのそのそのその思思思思いをいをいをいを表現表現表現表現したものしたものしたものしたもの。。。。

平成２８年９月３０日（金）を締め切りとします。
皆さんの、個性豊かな作品をお待ちしています。

■■■■ 切り絵・切り紙の本切り絵・切り紙の本切り絵・切り紙の本切り絵・切り紙の本

文庫コーナーの配置が変わりました。

文庫文庫文庫文庫コーナーのコーナーのコーナーのコーナーの本本本本がががが増増増増ええええ、、、、すべてのすべてのすべてのすべての

ジャンルのジャンルのジャンルのジャンルの小説小説小説小説がががが一緒一緒一緒一緒になってになってになってになって分分分分かりかりかりかり

にくくなっていましたにくくなっていましたにくくなっていましたにくくなっていました。。。。

そこでそこでそこでそこで、「、「、「、「時代小説時代小説時代小説時代小説」「」「」「」「ライトノベルライトノベルライトノベルライトノベル

ズズズズ」」」」をををを別置別置別置別置しましたしましたしましたしました。。。。どちらもどちらもどちらもどちらも、、、、よくよくよくよく借借借借りらりらりらりら

れるジャンルなのでれるジャンルなのでれるジャンルなのでれるジャンルなので、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも探探探探しやすくしやすくしやすくしやすく

なればなればなればなれば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。

※※※※著者著者著者著者のののの５０５０５０５０音順音順音順音順でででで並並並並んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。分分分分

かりにくいかりにくいかりにくいかりにくい場合場合場合場合にはにはにはには、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽にカウンにカウンにカウンにカウン

ターでおたずねくださいターでおたずねくださいターでおたずねくださいターでおたずねください。。。。


