
ジャンル 書名 著作者など

ゆらぐ玉の緒 古井　由吉/著

からっぽたいくつどようびはまだ 幻冬舎/出版

現美新幹線殺人事件 西村　京太郎/著

芦田川 今井　絵美子/著

小説外務省　１・２ 孫崎　享/著

嫁入り　（鎌倉河岸捕物控　30） 佐伯　泰英/著

濡れ衣　（結城半蔵事件始末　4）　 藤井　邦夫/著

花見酒　（秋山久蔵御用控　29） 藤井　邦夫/著

天下流の友　（口入屋用心棒　36） 鈴木　英治/著

優しい嘘　（夢草紙人情おかんケ茶屋　7） 今井　絵美子/著

京都三条のホームズ　６．５、７ 望月　麻衣/著

パソコン

写真集 TOKYO　COOL　JAPAN　EXPERIENCE Ｂｅｒｅｔｔａ/著

介護破産 結城　康博/著

安心、安全、便利でラクラク　シニアのための応援グッズ

ケアマネージャーをめざす人の本　’１７年版

労働 人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田　有史/著

自然科学 知りたい会いたい特徴がよくわかるコケ図鑑 藤井　久子/著

医学

ペット はじめてでも安心！幸せに暮らす猫の飼い方 山本　宗伸/監修

料理 絶対おいしいキャンプごはん ワタナベ　マキ/著

暮らし 有元葉子私の住まい考 有元　葉子/著

園芸 無農薬でかんたん野菜づくり ＮＨＫ出版/編

言語 たった５日間であがり症・話し下手でも「いいスピーチ」ができる 松本　幸夫/著

切られたページは知っている 藤本　ひとみ/原作

消えた自転車は知っている　他 藤本　ひとみ/原作

歴史をつくった女性大辞典　１・２ 服藤　早苗/監修

楽しい学校マジック　１～４ 庄司　タカヒト/著

なにがあってもずっといっしょ くさの　たき/作

明日のひこうき雲 八束　澄子/作

まけてなんかない！ 品川　裕香/作

ひとつずつ 八木田　宣子/文

すばこ キム・ファン/文

つかまるわけないだろ！ ティモシー・ナップマン/文

あかちゃんごおしゃべりうえほん かしはら　あきお/さく・え

イードのおくりもの プロイティ・ロイ/絵

よみもの

絵本

小説

小説（文庫）

たった１秒の最強スキルパソコン仕事が１０倍速くなる８０の方法

福祉

すぐに役立つ入門図解介護施設・高齢者向け住宅のしくみと疑問解決マニュアル

図解よくわかる下肢静脈瘤きれいな脚がよみがえる！最新治療と正しい知識

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

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 30 31

今月の行事予定

■ふれあい広場
５日（金） 午前１０時～午後３時
「こどもの日スペシャル」

■おはなしレストラン
２日（火） 午前１０時～１１時３０分
１６日（火） 午前１０時～１１時３０分

■カンガルーくらぶ
１９日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分

■読書会
１９日（金） 午後１時３０分～３時
田宮虎彦「花」を読んで
ＮＨＫ新日本風土記「房総・花物語」鑑賞

■ＮＬＳ

２０日（土） 午後４時～６時

■アート

２６日（金） 午前１０時～１２時

「あそびアート」

第１５１号 平成２９年５月1日

○能美図書館○

読んでみて！

『TOKYO ＣＯＯＬ

ＪＡＰＡＮ

ＥＸＰＥＲＩＥＮＣ

Ｅ』

Ｂｅｒｅｔｔａ/著

雷鳥社

あたらしく入った本

オリエンタルでエキ

ゾチックな江戸提灯

づくり、抜刀・居合術、

屛風づくり、食品サン

プルづくり、折り紙体

験…。東京で体験で

きる多種多様な日本

の文化を、新進気鋭

のカメラマンたちによ

る美しい写真とともに

紹介する。

『絶対おいしい

キャンプごはん』

ワタナベ マキ/著

オレンジページ

前日にちょっと仕込

んで、当日は焼くだ

け、煮るだけ。とびっ

きりおいしいキャンプ

ごはんのメイン料理

や、サラダ、マリネの

レシピを紹介します。

当日の材料&作り方

を、スマホで撮影し

やすいサイズで掲載

する。

この他にも、新しい本が毎週入荷しています。カウンターでもおたずね下さい。

『なまけてなんかない』

品川 裕香/作

北原 明日香/絵

岩崎書店

ディスレクシアの男の子のはなし

かけっこ一番、サッカーも得意。何でもできるり

んぞうくんですが、どんなに頑張っても、字が

覚えられなくて…。知的には問題がないのに読
み書きがスムーズにできない「ディスレクシア」

の様子とその対処法がわかる絵本。



５月のふれあい広場は

こどもの日スペシャル！

平成２９年５月５日（祝）
午前１０時～午後３時

★巨大こいのぼりをつくろう♪
子どもの日は、子どもの健やかな成長、幸福を願うととも

に、お母さんに感謝する日でもあります。そこで、お母さんや

大切な人への感謝のメッセージをうろこに書いて、感謝の巨

大こいのぼりを泳がせましょう！（どなたでも参加できます）

★風車の壁かざりを作ろう♪
おりがみを使った簡単な工作で、初夏のさわやかな壁かざ

りを作ります。大人の方が手伝えば、小さなお子さんでも作

れますよ。（先着３０名まで）

５月の

ミニ図書館

今月の運転手は

ユーズーくん

５月１７日（水）

三高会館
１１時～１２時
※５/３はお休みです。

恒例の「お花見茶会」開催（４/８）

江田島町在住

わくしま ゆり さん（５年生）

『マジックツリー・ツリーハウス』シリーズ

メアリー・ポープ・ボーン/著
メディア・ファクトリー

魔法を使ったりして、ドキドキ,ワクワク、いろんな

冒険を体験できるところがおもしろいそうです。

このシリーズは、世界でも、日本でも大人気のシ

リーズで４１巻まであります。短いお話なので、読

みやすいですよ。

ぜひ、読んでみて！

４月のふれあい広場では、
恒例のお花見茶会が行われました。
図書館前の桜はまさに満開の時を迎えていたものの、
当日はあいにくの雨空。
室内からの鑑賞となってしまいました。
それでも足を運んでくださったたくさんの方に、
お抹茶とお菓子をふるまい、
満開の桜を愛でながら、
ゆったりとしたひと時を過ごしていただきました。

わたしのいちおし（１００）

今月の展示

「母の日」（５月１４日）にちなんで

テーマ「お母さんへ」

『お母さんは命がけであなたを産みました』

内田 美智子/著
『大丈夫だよお母さん』 宇津埼 光代/著
『昭和のお母さんを見なおす本』 秋山 正美/著
『「ありがとう」を言いたくてお母さんへのラフレター』

ラフレター事務局/編
『おかあさん』 （詩集１～３） サトウ ハチロー/著
『日本一短い「母」への手紙』 福井県丸岡町/編

『しげるのかあちゃん』 城ノ内 まつ子/作
『きつねとぶどう』 坪田 譲治/作
『マリールイズいえでする』 N．S．カールソン/さく
『うまれてきてくれてありがとう』 にしもと よう/ぶん
『あなたがとってもかわいい』

みやにし たつや/作絵
ほか

大賞 『蜜蜂と遠雷』 恩田 陸/著 幻冬舎

２位 『みかづき』 森 絵都/著 集英社

３位 『罪の声』 塩田 武士/著 講談社

４位 『ツバキ文具店』 小川 糸/著 幻冬舎

５位 『桜風堂ものがたり』 村山 早紀/著 ＰＨＰ研究所

６位 『暗幕のゲルニカ』 原田 マハ/著 新潮社

７位 『ⅰ』 西 加奈子/著 ポプラ社

８位 『夜行』 森見 登美彦/著 小学館

９位 『コンビニ人間』 村田 沙耶香/著 文藝春秋

１０位 『コーヒーが冷めないうちに』

川口 俊和/著 サンマーク出版

お知らせ
能美図書館では、よみきかせをしてくれるボ

ランティアを募集しています。館内でのカンガ

ルーくらぶのほかに、市内の保育園や小学

校への出前もあります。興味のある方はお気

軽にご参加ください。

自分の読んだ本、読みたい本の記録ができる！

「Ｍｙ本棚」
江田島市立図書館のホームページから登録ができます。

読みたい本や読み終わった本、図書館で借りた本の履歴

などを記録することができます。

借りた本の冊数がグラフで見える！

「読書マラソン」
ホームページの利用照会から見ることができます。目標

冊数を設定すれば、現在の達成状況がひと目でわかり、

お子さんの読書意欲にもつながります！

さらに・・・

読書貯金通帳に簡単に記録ができる！

「貸出記録シール」の印刷
も、できるようになりました。

ご希望の方は、カウンターで本を借りた際に

お申し出ください。

その他にも、図書館ホームページでは各館の

行事カレンダーやお知らせ、本の紹介なども見

やすくなりました。

気軽に、図書館をご利用ください。

新しいサービスが

ふえました！

自分が何の本を借

りて読んだか、記録

ができるんだね。読

みたい本もチェックし

ておくぞ！

一年間で１００冊の

本を借りるのが目標

だよ！なんだかやる

気になってきた！

読書貯金通

帳に自分で書

くのが面倒だっ

たんだ。これな

ら楽しく続けら

れるね。


