
開館 ９時３０分～１９時

休館 木曜／祝祭日／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/

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。

江田島市内の図書館（室）のシステムがリニューアルしました。利用者の皆様に、図書館を

もっと楽しく利用していただくために、「読書マラソン」「Ｍｙ本棚」などの機能を取り入れ、読書貯

金通帳用のシールもプリントできるようになりました。ぜひ、ご活用ください。

読書は心の財産です。さくらが咲き誇る暖かい日差しのなかで、読書をしながら、春の訪れを

感じてみませんか。 図書館長

○おはなしレストラン

① 都合により、この日はお休みします。

②１８日（火） 午前１０時～１１時３０分

○ふれあい広場

８日（土） 午後１時３０分～３時

「お花見茶会」

○ＮＬＳ

１５日（土） 午後４時～６時

○カンガルーくらぶ

２１日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分

○読書会

２１日（金） 午後１時３０分～３時
『大村智ものがたり』を読んで
（ノーベル生理学・医学賞受賞者の歩み）

○アート

２８日（金） 午前１０時～１２時

第１50号 平成２9年４月1日

4月の行事予定

○能美図書館○

読んでみて！

『コロボックルに出会うま

で』
自伝小説サットルと『豆の木』

佐藤 さとる/著

偕成社

あたらしく入った本

昭和24年、市役所に就

職した青年は、新しい長篇

童話を志し、やがて、日本

を代表する児童文学作家

となった・・・。創作と生活の

日々をみずみずしくえがいた

佐藤さとるの自伝小説。

『はじまりのはな』
ローゼン/文

ソーニャ・ダノウスキ/絵

蜂飼 耳/訳

くもん出版

川に落ちて仲間とはぐれ

た渡り鳥ローザは、犬の

ミールと飼い主のアンナに

助けられた。季節とともに

めぐりくる、出会いと別れの

物語。こまやかな絵と、

ふっくらと美しい言葉でつ

づる、珠玉の海外絵本。
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『ＡＲＴＩＳＴ ｔｏ ａｒｔｉｓｔ』
未来の芸術家たちへ

23人の絵本作家からの手紙

エリック・カール美術館ほか/著

前沢 明枝/訳

東京美術

安野光雅やエリック・カールナド、世界で活躍する

２３人の絵本作家が、仕事や作品のこと、創作にか

けた人生のことを語る。未来の芸術家である子どもた

ち、創作、美術教育に興味のある大人へ贈るメッ

セージ。

ジャンル 書名 著作者など

騎士団長殺し　第１部・第2部 村上　春樹/著

終りなき夜に生れつく 恩田　陸/著

戦友たちの祭典（フェスティバル） 森村　誠一/著

なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國　香織/著

コロボックルに出会うまで 佐藤　さとる/著

御法度　（結城半蔵事件始末　２） 藤井　邦夫/著

あま酒　（藍染袴お匙帖　１１） 藤原　緋沙子/著

梵鍾　（手習重兵衛　２） 鈴木　英治/著

暁闇　（手習重兵衛　３） 鈴木　英治/著

ビブリア古書堂の事件手帖　７ 三上　延/著

人生訓 思うだけ！開運術 植西　聰/著

憲法 檻の中のライオン 楾　大樹/著

経済 会社四季報　２０１７　１集新春号臨時増刊 東洋経済新報社/出版

生きる場所を、もう一度選ぶ 小林　奈穂子/著

先生、貧困ってなんですか？ 合同出版/出版

中学生・高校生の仕事ガイド　２０１７-２０１８年版 進路情報研究会/編

仕事のカタログ　２０１７-２０１８年版 自由国民社/出版

自然科学 毒々生物の奇妙な進化 クリスティー・ウィルコックス/著

やわらかく、飲み込みやすい高齢者の食事メニュー１２２ 中村　育子/監修

もの忘れ・認知症を防ぐど忘れ解消トレーニング漢字 『漢字塾』編集部/編

手芸 いちばんやさしい！組ひも 多田　牧子/著

上菓子「岬屋」主人のやさしく教える和菓子のきほん 渡邊　好樹/著

あなたのために　続　お粥は日本のポタージュです 辰巳　芳子/著

妊娠 ふたりで授かる体をつくる妊活レシピ 森本　義晴/監修

フラワーアレンジアイデアＢＯＯＫ ＤＡＩＩＣＨＩ－ＥＮＧＥＩ/著

ナチュラルガーデニング　２０１７ 学研プラス/出版

こども生物図鑑 デイヴィッド・バーニー/著

ＡＲＴＩＳＴ　ｔｏ　ａｒｔｉｓｔ エリック・カール絵本美術館ほか/著

都会（まち）のトム＆ソーヤ　１４下 はやみね　かおる/著

アラスカを追いかけて ジョン・グリーン/作

はじまりのはな マイケル・Ｊ．ローゼン/文

流木のいえ 石川　えりこ/作

くろねこトミイ 神沢　利子/作

ノボルくんとフラミンゴのつえ 昼田　弥子/作

とんとんだあれ？ マレーク・ベロニカ/作

絵本

小説（文庫）

小説

社会

職業

奥薗壽子の超かんたん！中性脂肪を落とす〈楽うま〉健康ダイエットレッスン

よみもの

医学

料理

園芸

ようこそ！

図書館へ！

※ 今月の月末整理日は、都合により変更しています。



４月のふれあい広場

お花見茶会

平成２9年４月８日（土）

午後１時３０分～午後３時

場所 能美図書館 ２階ベランダ
（雨天の場合は、２階研修室）

参加費は無料です、

満開の桜の花を愛でながら、
お抹茶を一服いかがですか。

ぜひ、お立ち寄りください。

５月のふれあい広場

「こどもの日スペシャル」

平成２９年５月５日（祝）

午前１０時～

◎親子で工作

折り紙で、風ぐるまの壁飾りを作ろう。

簡単な折り方なので、小さなお子さんでも作れます。

先着３０名まで。

◎大きな大きなこいのぼり

子どもの日は、お母さんに感謝する日でもあります。

お母さんや大切な人への感謝のメッセージを書いて、

大きなこいのぼりを作ろう。

４月の

ミニ図書館

今月の運転手は

でこぽんくん！

４月１９日（水）

三高会館
１１時～１２時

※４/５はお休みです。

■ 絵本の会「おはなしレストラン」
①第１火曜日 午前１０時～１１時３０分
絵本について語り合ったり、読みきかせに使う小道

具や
紙芝居を作ります。
②第３火曜日 午前１０時～１１時３０分
語りについて学びます。

■ おはなし会「カンガルーくらぶ」
第３金曜日 午前１０時３０分～１１時３０分
妊婦さんや乳幼児向けのおはなし会です。

■ 読書会
第３金曜日 午後１時３０分～３時
課題の本をテーマにワイワイ語り合います。

■ ＮＬのうみライブラリーシンフォニー」
第３土曜日 午後４時～６時
ライアーを中心に、図書館イベントなどで演奏しま

す。

■ アート
第４金曜日 午前１０時～１２時 今年のテーマは、

「あそびアート」です。

※ 今年度、チクチクさんはお休みします。

もうすぐ ２０１７・第５９回

こどもの読書週間 ４／２３～５／１２

テーマは

「小さな本の大きなせかい」

子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの読書週間」は１９５９年（昭和３

４年）にはじまりました。もともとは、５月５日の「こどもの日」を中心とした２週間（５月１

日～１４日）でしたが、２０００年より、今の４月２３日（世界本の日・子ども読書の

日）～５月１２日になりました。

小さいときから本を読む楽しさを知っていることは、子どもが大きくなるためにとても

大切なことです。「こどもの読書週間」のあいだ、図書館や本屋さん、学校などで

は、読み聞かせや人形劇などの楽しい行事がいっぱい行われます。「こどもの読

書週間」は、大人が本を子どもに手わたす週間でもあるのです。

能美町中町

やまだ ともはるくん（１才）

『そら はだかんぼ』

ごみ たろう/さく 偕成社

１才になったともはるくんが、最近特に気に入って

いる一冊。五味太郎さんの独特の色や世界観に

ひきつけられるのでしょうか。お母さんも、絵本専門

士さんのお話を聞いて以来、絵本にとても関心があ

るそうです。親子で一緒に絵本の世界を楽しんでい

る様子が伝わってきました。

４月からのカンガルーくらぶもお楽しみに！

能美図書館

年間定例行事案内

手づくりカードでお祝いしました！ 今月の展示

◆新社会人へ贈りたい本◆

『図解社会人の基本敬語・話し方大全』

岩下 宣子/著

『ゼロから教えて電話応対』

大部 美知子/著

『「できる！」と言わせるビジネス文書』

倉沢 紀久子/著

『社会人の教科書１年生』

新星出版社編集部/編

『心を動かす電話の応対』

古谷 治子/著

『通勤どこでも仕事術』

美崎 栄一郎/著

『森下えみこの

私の敬語正しいと思っていたけれど。』

森下 えみこ/著

◆ピカピカの一年生へ◆

『いちねんせいのがっこうたんけん』

おか しゅうぞう/さく

『いちねんせいになったから』

くすのき しげのり/作

『はじめてのかていほうもん』

福田 岩緒/作・絵

『ぼくは一ねんせいだぞ！』

福田 岩緒/作

『ドキドキ新学期』

はやみね かおる/作

わたしのいちおし（９９）

予告

３月のふれあい広場では、画用紙を使って、手づくりの飛び出す
カードを作りました。
小さな花を一つ一つハサミで切る作業は、根気のいる作業で、
みなさん大変だったようですが、贈る相手を想いながら、心をこめて
完成させました。
すてきなカードができました。
こころのこもったカードは、もらった人もうれしいですね。
手づくりカードの本が、他にもいろいろありますので、参考にして、
手づくりカードを作ってみてください。

『Ｈａｐｐｙを伝える手作りカード』
『手のひらサイズのちいさな立体カード』
『手作り立体カード』 ほか・・・


