
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

①①①① 1111日日日日（（（（火火火火））））

②②②② １５１５１５１５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

○○○○チクチクさんチクチクさんチクチクさんチクチクさん

１１１１５５５５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

「「「「羽子板羽子板羽子板羽子板のののの正月飾正月飾正月飾正月飾りりりり」（」（」（」（３３３３／／／／４４４４回目回目回目回目））））

○○○○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
１８１８１８１８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

１８１８１８１８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
『『『『あんあんあんあん』』』』 ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会

○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場

１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分

「「「「旬旬旬旬のののの食材食材食材食材をををを使使使使ったったったった健康料理健康料理健康料理健康料理」」」」

※※※※くわしくはくわしくはくわしくはくわしくは中中中中ページをごページをごページをごページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

○○○○ＮＬＳＮＬＳＮＬＳＮＬＳ （（（（のうみライブラリーシンフォニーのうみライブラリーシンフォニーのうみライブラリーシンフォニーのうみライブラリーシンフォニー））））

１１１１９９９９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

「「「「癒癒癒癒しのしのしのしの音楽音楽音楽音楽のひとときのひとときのひとときのひととき」」」」

○○○○アートアートアートアート

２５２５２５２５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

第１４5号 平成２８年１1月1日

１１１１１１１１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！

『『『『嘘嘘嘘嘘ですけどですけどですけどですけど、、、、なにかなにかなにかなにか？？？？』』』』
木内 一裕/著

講談社

作家のためなら平然と嘘

をつく文芸編集者の水嶋

亜希は、３２歳独身。エ

リート官僚と恋に落ちるが、

新幹線爆破テロの発生直

後から彼の様子がおかしく

なり・・・。

嘘つきアラサーにされて

からの超絶逆転劇！

『『『『まあちゃんのまあちゃんのまあちゃんのまあちゃんの

すてきなエプロンすてきなエプロンすてきなエプロンすてきなエプロン』』』』
たかどの ほうこ/作

福音館書店

ポッケ付きのすてきなエ

プロンをもらったまあちゃん。

今日はお料理ピクニックを

するので、エプロンをしめて

でかけました。でも、途中

で動物たちがポッケの中

身をこっそり持っていってし

まい・・・。

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

　『穴おやじ』 飛彈　俊吾/著

　『空への助走』 壁井　ユカコ/著

　『嘘ですけど、なにか？』 木内　一裕/著

　『氷の轍』 桜木　紫乃/著

　『まことの華姫』 畠中　恵/著

　『曲がり木たち』 小手鞠　るい/著

　『桜風堂ものがたり』 村山　早紀/著

　『流鶯』　（吉原裏同心　25） 佐伯　泰英/著

　『鬼面斬り』　（徒目付江戸秘帖　2） 鳥羽　亮/著

　『深夜食堂　続』 安部　夜郎/原作

　『俠（おとこ）飯』　（1～3） 福沢　徹三/著

　『これが世界と日本経済の真実だ』 高橋　洋一/著

　『FXらくらくトレード新入門』 高城　泰/著

教育 　『やっかいな子どもや大人との接し方マニュアル』 宮田　雄吾/著

　『「筋肉」「骨」「歯」「認知症」の最新対策』 主婦と生活社/出版

　『習慣力で若返る！』 日比野　佐和子/著

　『〈くび・肩の痛み〉頸椎症・五十肩を治すコツがわかる本』 竹川　広三/監修

　『かんたん手作り和布で楽しむ飾り物』 ブティック社/出版

　『かぎ針で編むあったかふかふかアニマルざぶとん』 アップルミンツ/出版

　『クックパッドのおいしい厳選！鍋レシピ』 クックパッド株式会社/監修

　『白崎茶会のあたらしいおやつ』 白崎　裕子/著

　『暮しを楽しむ１０人の家時間』 メディアソフト書籍部/編

　『暮らし上手の収納力』 枻出版社/出版

　『持たないていねいな暮らし』 マキ/著

　『なんでわざわざ中年体育』 角田　光代/著

　『黄犬ダイアリー』 ドナルド・キーン/著

タレント 　『発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由』 栗原　類/著

　『魔女になりたい』 ルース・サイムズ/作

　『Ｘ－０１』１ あさの　あつこ/著

　『ミスターオレンジ』 トゥルース・マティ/作

　『おばあちゃんとバスにのって』 マット・デ・ラ・ベーニャ/作

　『しょうぼうしのサルサさん』 中川　ひろたか/作

　『まあちゃんのすてきなエプロン』 たかどの　ほうこ/作

　『つきよの３びき』 たかどの　ほうこ/作

　『わたしのそばできいていて』 リサ・パップ/作

　『幼い子は微笑む』 長田　弘/詩

暮らし

エッセイ

よみもの

絵本

小説
（文庫）

医学

小説

経済

手芸

料理

日 月 火 水 木 金 土

1111 2222 3333 4444 5555
6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919
20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626
27272727 28282828 29292929 30303030

第第第第１１１１１１１１回図書館回図書館回図書館回図書館フェスタフェスタフェスタフェスタ開催開催開催開催！！！！
今年今年今年今年もももも、、、、多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆さまのごさまのごさまのごさまのご参加参加参加参加

有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。

よみきかせの一コマよみきかせの一コマよみきかせの一コマよみきかせの一コマ



1１月の

ミニ図書館

今月の運転手はははは

ライムちゃんライムちゃんライムちゃんライムちゃん

１１月 ２日（水）
１６日（水）

三高会館
１１時～１２時

「「「「待待待待っててねっててねっててねっててね！」！」！」！」

今月の展示

SSSSさんさんさんさん （（（（能美町在住能美町在住能美町在住能美町在住））））

『『『『七七七七つのつのつのつの会議会議会議会議』』』』
池井戸池井戸池井戸池井戸 潤潤潤潤////著著著著

日本経済新聞出版社日本経済新聞出版社日本経済新聞出版社日本経済新聞出版社

トップセールスマンだったエリートトップセールスマンだったエリートトップセールスマンだったエリートトップセールスマンだったエリート課長課長課長課長・・・・坂戸坂戸坂戸坂戸をををを「「「「パワハラパワハラパワハラパワハラ」」」」

でででで社内委員会社内委員会社内委員会社内委員会にににに訴訴訴訴えたのはえたのはえたのはえたのは、、、、年上年上年上年上のののの万年係長万年係長万年係長万年係長・・・・八角八角八角八角だっだっだっだっ

た・・・た・・・た・・・た・・・。。。。

「「「「中学生中学生中学生中学生のののの感想文感想文感想文感想文をををを読読読読んでんでんでんで興味興味興味興味をををを持持持持ったったったった本本本本ですですですです。。。。何話何話何話何話

かにわかれたかにわかれたかにわかれたかにわかれた話話話話ですがですがですがですが、、、、おもしろくておもしろくておもしろくておもしろくて３３３３度度度度もももも読読読読みみみみ返返返返しましたしましたしましたしました。。。。

最後最後最後最後にはにはにはには一一一一つにつにつにつに繋繋繋繋がってがってがってがって、、、、大変大変大変大変おもしろかったですおもしろかったですおもしろかったですおもしろかったです」」」」ととととSSSSさんさんさんさん。。。。

““““働働働働くことくことくことくこと””””のののの意味意味意味意味にににに迫迫迫迫るクライム・ノベルるクライム・ノベルるクライム・ノベルるクライム・ノベル。。。。

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！！！！

■■■■ 「古典の日」にちなんで「古典の日」にちなんで「古典の日」にちなんで「古典の日」にちなんで
いまもいまもいまもいまも私私私私たちのたちのたちのたちの魂魂魂魂をゆさぶりをゆさぶりをゆさぶりをゆさぶり、「、「、「、「人間人間人間人間とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、生生生生きききき

るとはるとはるとはるとは何何何何かかかか」」」」とのとのとのとの永遠永遠永遠永遠のののの問問問問いにいにいにいに立立立立ちちちち返返返返らせてくれるものらせてくれるものらせてくれるものらせてくれるもの。。。。

それがそれがそれがそれが古典古典古典古典であるであるであるである。。。。

（「（「（「（「古典古典古典古典のののの日日日日」」」」宣言宣言宣言宣言よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋））））

11111111月月月月１１１１日日日日はははは「「「「古典古典古典古典のののの日日日日」」」」ですですですです。。。。

このこのこのこの機会機会機会機会にににに、、、、ぜひぜひぜひぜひ日本文学日本文学日本文学日本文学のののの原点原点原点原点をををを読読読読んでみませんでみませんでみませんでみませ

んかんかんかんか。。。。

《《《《一般一般一般一般》》》》

『『『『日本日本日本日本のののの古典古典古典古典をををを読読読読むむむむ １１１１～～～～２０２０２０２０』』』』

古事記古事記古事記古事記、、、、日本書紀日本書紀日本書紀日本書紀、、、、万葉集万葉集万葉集万葉集、、、、古今和歌集古今和歌集古今和歌集古今和歌集、、、、竹竹竹竹

取物語取物語取物語取物語、、、、土佐日記土佐日記土佐日記土佐日記、、、、枕草子枕草子枕草子枕草子、、、、源氏物語源氏物語源氏物語源氏物語、、、、大鏡大鏡大鏡大鏡、、、、今今今今

昔物語集昔物語集昔物語集昔物語集、、、、平家物語平家物語平家物語平家物語、、、、方丈記方丈記方丈記方丈記、、、、宇治拾遺物語宇治拾遺物語宇治拾遺物語宇治拾遺物語、、、、

太平記太平記太平記太平記、、、、風姿花伝風姿花伝風姿花伝風姿花伝、、、、世間胸算用世間胸算用世間胸算用世間胸算用、、、、雨月物語雨月物語雨月物語雨月物語、、、、おくおくおくおく

のほそのほそのほそのほそ道道道道
１１月１１月１１月１１月のふれあい広場のふれあい広場のふれあい広場のふれあい広場

「「「「旬旬旬旬のののの食材食材食材食材をををを使使使使ったったったった健康料理健康料理健康料理健康料理」」」」

10101010１０１０１０１０月月月月2222日日日日にににに、、、、図書館図書館図書館図書館フェスタがフェスタがフェスタがフェスタが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。直前直前直前直前までまでまでまで天候天候天候天候がががが危危危危ぶまれたためぶまれたためぶまれたためぶまれたため、、、、当日当日当日当日はすべてはすべてはすべてはすべて館内館内館内館内でのでのでのでの

催催催催しとなりましたしとなりましたしとなりましたしとなりました。。。。

朝朝朝朝9999時時時時３０３０３０３０分分分分のののの開館前開館前開館前開館前からからからから、、、、図書館前図書館前図書館前図書館前にはにはにはには長蛇長蛇長蛇長蛇のののの列列列列。。。。朝一番朝一番朝一番朝一番のののの人気企画人気企画人気企画人気企画「「「「リサイクルブックマーケットリサイクルブックマーケットリサイクルブックマーケットリサイクルブックマーケット」」」」はははは

大盛況大盛況大盛況大盛況となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。続続続続いていていていて「「「「ポップコーンポップコーンポップコーンポップコーン無料無料無料無料サービスサービスサービスサービス」」」」やややや「「「「しおりしおりしおりしおり作作作作りりりり」「」「」「」「よみきかせよみきかせよみきかせよみきかせ」「」「」「」「スペシャルクイズスペシャルクイズスペシャルクイズスペシャルクイズ」」」」にににに「「「「ビビビビ

ンゴゲームンゴゲームンゴゲームンゴゲーム」」」」・・・と・・・と・・・と・・・と、、、、次々次々次々次々にににに楽楽楽楽しいプログラムがしいプログラムがしいプログラムがしいプログラムが続続続続きききき、、、、赤赤赤赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、、、、たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり図書館図書館図書館図書館

フェスタをフェスタをフェスタをフェスタを楽楽楽楽しんでいただきましたしんでいただきましたしんでいただきましたしんでいただきました。。。。

またまたまたまた、、、、子子子子どもどもどもども司書司書司書司書をををを含含含含むむむむ小学生小学生小学生小学生ボランティアがおボランティアがおボランティアがおボランティアがお手伝手伝手伝手伝いにいにいにいに来来来来てくれましたてくれましたてくれましたてくれました。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

なおなおなおなお、、、、当日当日当日当日はははは大変混雑大変混雑大変混雑大変混雑しししし、、、、サービスのサービスのサービスのサービスの行行行行きききき届届届届かないかないかないかない部分部分部分部分もあったともあったともあったともあったと思思思思いますいますいますいます。。。。あらためておあらためておあらためておあらためてお詫詫詫詫びするとともにびするとともにびするとともにびするとともに、、、、

今後今後今後今後ものうみものうみものうみものうみ図書館図書館図書館図書館をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

時間を忘れて、読書に夢中！時間を忘れて、読書に夢中！時間を忘れて、読書に夢中！時間を忘れて、読書に夢中！
秋の読書週間秋の読書週間秋の読書週間秋の読書週間 （１０（１０（１０（１０////２７～１１２７～１１２７～１１２７～１１////９）９）９）９）

冷冷冷冷たいたいたいたい北風北風北風北風がががが吹吹吹吹くくくく頃頃頃頃、、、、ふっとふっとふっとふっと暖暖暖暖かいかいかいかい日日日日になることをになることをになることをになることを小春小春小春小春

日和日和日和日和とととと言言言言いますいますいますいます。。。。そんなそんなそんなそんな日日日日にににに、、、、背中背中背中背中にににに日差日差日差日差しをしをしをしを受受受受けながらけながらけながらけながら

本本本本をををを読読読読むのはむのはむのはむのは気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく、、、、とてもとてもとてもとても安安安安らかならかならかならかな気分気分気分気分になりますになりますになりますになります。。。。

読書週間読書週間読書週間読書週間はははは戦後間戦後間戦後間戦後間もないもないもないもない昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年年年年、、、、まだまだまだまだ戦火戦火戦火戦火のののの傷傷傷傷

跡跡跡跡がががが残残残残っているっているっているっている頃頃頃頃、「、「、「、「読書読書読書読書のののの力力力力によってによってによってによって、、、、平和平和平和平和なななな文化国文化国文化国文化国

家家家家になろうになろうになろうになろう」」」」というというというという決意決意決意決意のもとのもとのもとのもと、、、、出版社出版社出版社出版社・・・・取次会社取次会社取次会社取次会社・・・・書店書店書店書店・・・・

公共図書館公共図書館公共図書館公共図書館、、、、そしてそしてそしてそして新聞新聞新聞新聞・・・・放送放送放送放送のマスコミのマスコミのマスコミのマスコミ機関機関機関機関もももも加加加加わってわってわってわって

生生生生まれましたまれましたまれましたまれました。。。。

集中集中集中集中しやすいこのしやすいこのしやすいこのしやすいこの時期時期時期時期にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんの本本本本をををを読読読読んでんでんでんで、、、、おおおお気気気気にににに

入入入入りのりのりのりの一冊一冊一冊一冊をををを見見見見つけましょうつけましょうつけましょうつけましょう。。。。

わたしのいちおし（９５）

■■■■ からだの中から元気になろう！からだの中から元気になろう！からだの中から元気になろう！からだの中から元気になろう！

１１１１１１１１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にちなんでにちなんでにちなんでにちなんで、、、、健康食材健康食材健康食材健康食材やややや栄養栄養栄養栄養にににに関関関関するするするする本本本本

をををを展示展示展示展示しますしますしますします。。。。

『『『『栄養栄養栄養栄養のののの教科書教科書教科書教科書』』』』 中嶋中嶋中嶋中嶋 洋子洋子洋子洋子////監修監修監修監修

『『『『からだにおいしいフルーツのからだにおいしいフルーツのからだにおいしいフルーツのからだにおいしいフルーツの便利帳便利帳便利帳便利帳』』』』 三輪正幸三輪正幸三輪正幸三輪正幸////監修監修監修監修

『『『『野菜野菜野菜野菜まるごとまるごとまるごとまるごと事典事典事典事典』』』』 猪股猪股猪股猪股 慶子慶子慶子慶子////監修監修監修監修

『『『『おおおお腹腹腹腹がががが凹凹凹凹むオリーブオイル・レシピむオリーブオイル・レシピむオリーブオイル・レシピむオリーブオイル・レシピ』』』』 浜内浜内浜内浜内 千波千波千波千波////著著著著

『『『『塩分塩分塩分塩分１１１１食食食食２２２２gggg以下以下以下以下なのにコクなのにコクなのにコクなのにコク旨旨旨旨「「「「減塩減塩減塩減塩」」」」レシピレシピレシピレシピ』』』』 村上村上村上村上 祥子祥子祥子祥子////著著著著

『『『『スーパーフードスーパーフードスーパーフードスーパーフード事典事典事典事典BESTBESTBESTBEST５０５０５０５０』』』』 斎藤斎藤斎藤斎藤 糧三糧三糧三糧三////監修監修監修監修

などなどなどなど

お急ぎください！お急ぎください！お急ぎください！お急ぎください！

いよいよいよいよいよいよいよいよ

終了間近！終了間近！終了間近！終了間近！

「江田島しましま「江田島しましま「江田島しましま「江田島しましま

スタンプラリー」スタンプラリー」スタンプラリー」スタンプラリー」

好評につき、好評につき、好評につき、好評につき、

景品残りわずか！景品残りわずか！景品残りわずか！景品残りわずか！

知っていますか？知っていますか？知っていますか？知っていますか？ 「朝日小学生新聞」「朝日小学生新聞」「朝日小学生新聞」「朝日小学生新聞」

能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館ではではではでは、、、、中国新聞中国新聞中国新聞中国新聞などのなどのなどのなどの一般紙一般紙一般紙一般紙にににに加加加加ええええ、「、「、「、「朝日小学生新朝日小学生新朝日小学生新朝日小学生新

聞聞聞聞」」」」をををを所蔵所蔵所蔵所蔵していますしていますしていますしています。。。。

小学生新聞小学生新聞小学生新聞小学生新聞はははは、、、、すべてすべてすべてすべてのののの漢字漢字漢字漢字ににににふりふりふりふり仮名仮名仮名仮名がふってありがふってありがふってありがふってあり、、、、小学生小学生小学生小学生にもにもにもにも理理理理

解解解解できるようにできるようにできるようにできるように解説解説解説解説されているのでとてもされているのでとてもされているのでとてもされているのでとても分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい内容内容内容内容ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、毎日毎日毎日毎日

のののの情報情報情報情報やニュースやニュースやニュースやニュースにににに強強強強くくくく、、、、中学受験中学受験中学受験中学受験にもにもにもにも役立役立役立役立ちますちますちますちます。。。。 親子親子親子親子でででで小学生小学生小学生小学生

新聞新聞新聞新聞をををを話題話題話題話題にしてみてはいかがでしょうかにしてみてはいかがでしょうかにしてみてはいかがでしょうかにしてみてはいかがでしょうか。。。。

能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館のそののそののそののその他他他他のののの新聞新聞新聞新聞

○○○○ 中国新聞中国新聞中国新聞中国新聞 ○○○○ 朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞 ○○○○ 毎日新聞毎日新聞毎日新聞毎日新聞

○○○○ 日本経済新聞日本経済新聞日本経済新聞日本経済新聞 ○○○○ デイリースポーツデイリースポーツデイリースポーツデイリースポーツ

またまたまたまた、、、、江田島図書館江田島図書館江田島図書館江田島図書館にはにはにはには

○○○○ 読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞 ○○○○ スポーツニッポンスポーツニッポンスポーツニッポンスポーツニッポン もありますもありますもありますもあります。。。。

１１１１１１１１月月月月19191919日日日日（（（（土土土土））））

午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～３３３３時時時時30303030分分分分

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 １５１５１５１５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：：：：無料無料無料無料・・・・予約予約予約予約がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

秋から冬にかけての旬の食材。旬だ秋から冬にかけての旬の食材。旬だ秋から冬にかけての旬の食材。旬だ秋から冬にかけての旬の食材。旬だ

からこそ栄養は満点ですが、その栄養からこそ栄養は満点ですが、その栄養からこそ栄養は満点ですが、その栄養からこそ栄養は満点ですが、その栄養

をさらに効率よく吸収できる料理を紹介をさらに効率よく吸収できる料理を紹介をさらに効率よく吸収できる料理を紹介をさらに効率よく吸収できる料理を紹介

します！します！します！します！

食材の組み合わせや、献立のヒントも食材の組み合わせや、献立のヒントも食材の組み合わせや、献立のヒントも食材の組み合わせや、献立のヒントも

もらえますよ。ぜひお誘い合わせておいもらえますよ。ぜひお誘い合わせておいもらえますよ。ぜひお誘い合わせておいもらえますよ。ぜひお誘い合わせておい

でください。でください。でください。でください。

（調理の実習はありません）（調理の実習はありません）（調理の実習はありません）（調理の実習はありません）

リサイクル・ブックマーケットリサイクル・ブックマーケットリサイクル・ブックマーケットリサイクル・ブックマーケット しおり作りしおり作りしおり作りしおり作り ブックカバー作りブックカバー作りブックカバー作りブックカバー作り

使わないのはもったいない！使わないのはもったいない！使わないのはもったいない！使わないのはもったいない！

図書館デビューしませんか？図書館デビューしませんか？図書館デビューしませんか？図書館デビューしませんか？

「広島県公共図書館マップ」完成！「広島県公共図書館マップ」完成！「広島県公共図書館マップ」完成！「広島県公共図書館マップ」完成！

県内県内県内県内のののの公共図書館公共図書館公共図書館公共図書館のののの本本本本やややや雑誌新雑誌新雑誌新雑誌新

聞等聞等聞等聞等はははは、、、、広島県立図書館広島県立図書館広島県立図書館広島県立図書館ののののHPHPHPHPでででで一度一度一度一度

にににに検索検索検索検索することができますすることができますすることができますすることができます。。。。

またまたまたまた、、、、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書館図書館図書館図書館にないにないにないにない

本本本本をををを、、、、他他他他のののの図書館図書館図書館図書館からからからから取取取取りりりり寄寄寄寄せることもせることもせることもせることも

できますできますできますできます。。。。

詳詳詳詳しくはカウンターでごしくはカウンターでごしくはカウンターでごしくはカウンターでご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。


