
ジャンル 書名 著作者など

劇場 又吉　直樹/著

宿命と真実の炎 貫井　徳郎/著

姥捨て山繁盛記 太田　俊明/著

孤道 内田　康夫/著

ひとめぼれ (「まんまこと」シリーズ　6） 畠中　恵/著

無宿者　（結城半蔵事件始末　5） 藤井　邦夫/著

花鏡 海道　龍一朗/著

ニューヨークの妖精物語 シャンナ・スウェンドソン/著

刃舞　（手習重兵衛　4） 鈴木　英治/著

京都寺町三条のホームズ　（6.5　7） 望月　麻衣/著

情報科学 人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか？ 山本　一成/著

歴史 応仁の乱 呉座　勇一/著

旅行 せとうちスタイル　創刊号ｖｏｌ.1（2017） 瀬戸内人/出版

親が元気なうちに知っておきたい５０のこと 東　優/監修

知らないと損をする！国の制度をトコトン使う本 清水　京武/著

医学 すぐわかる内臓脂肪の減らし方 落合　敏/監修

手にするものしないもの残すもの残さないもの 広瀬　裕子/著

洗車のテクニック＆メンテナンス カーケアジャパン/監修

切るのも縫うのもカンタン！なのにおしゃれなワンピース 添田　有美/著

家事の断捨離 やました　ひでこ/著

おひとりさまの老後を楽しむ処方箋 阿部　絢子/著

のっけパスタ 塩田　ノア/著

栗原心平のとっておき「パパごはん」 栗原　心平/著

育児 ヨチヨチ父 ヨシタケ　シンスケ/著

産業 特区民泊で成功する！民泊のはじめ方 新山　彰二/著

言語 ちいさい言語学者の冒険 広瀬　友紀/著

エッセイ 今日の人生 益田　ミリ/著

ご本、出しときますね？ ＢＳジャパン/編

文学 みみずくは黄昏に飛びたつ 川上　未映子/訊く

初恋は知っている　ほか（探偵チームＫＺ事件ノート） 藤本　ひとみ/原作

雨ふる本屋とうずまき天気 日向　理恵子/作

みんなの道徳解体新書 パオロ・マッツァリーノ/著

マジやば！なぞなぞスペシャル☆２４００問‼ 土門　トキオほか/作

ジャングルのサバイバル　１，２ 洪　在徹/文

くろねこのどん 岡野　かおる子/作

ジュニアのためのスケートボード完全上達バイブル 全日本スケートボード協会/監修

耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン/文

ほうちょうさんききいっぱつ みやにし　たつや/作絵

海のぷかぷか 高久　至/写真

ひとりになったライオン 夏目　義一/文・絵

アリスのとけいえほん 加藤　綾子/文

リサとガスパールとうきょうへいく アン・グットマン/ぶん

桃太郎が語る桃太郎 岡村　優太/絵

　★　このほかにも、毎週新しい本が入荷しています。詳しくはカウンターでおたずねください。

絵本

小説

小説（文庫）

社会

生活

料理

よみもの

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

○おはなしレストラン

①６日（火） 午前１０時～11時30分

テーマ：大人も楽しめる絵本

②２０日（火） 午前１０時～11時３０分

○カンガルーくらぶ

ママと赤ちゃんのおはなし会

１７日（土） 午前１０時３０分～１１時３０分

⇒ スペシャルのため、金曜開催を土曜に変更。

詳しくは中ページをチェック！

○読書会

１６日（金） 午後１時３０分～３時
『教科書名短編ー人間の情景ー』

○ふれあい広場

１７日（土） 午前１０時３０分～１１時３０分

「親子で楽しむおはなし会」

⇒ 詳しくは中ページをチェック！

○ＮＬＳ（のうみライブラリー・シンフォニー）

１７日（土） 午後４時～６時

癒しの音楽のひととき♪

○アート

２３日（金） 午前１０時～１２時

「人の１２感覚を知る ＰａｒｔⅡ」

第１５２号 平成２９年６月1日

○能美図書館○

読んでみて！

『姥捨て山繁盛記』

太田 俊明/著
日本経済新聞出版社

中断したダム建設

計画の補償金で

「シニアの郷」計

画が進む山梨県

北部の過疎の村。

初期の認知症で

早期退職した５９

歳の男が「郷」に

移り住んだ。男が

水没予定地を訪

ねてみると、理想

郷のような風景が

広がっていて・・・。

『海のぷかぷか』

高久 至/写真

寒竹 孝子/文

アリス館

一生海をぷかぷ

かしてくらすクラゲ

やカメガイのなか

ま。こどものうちだ

け海をぷかぷかた

だよう、魚やエビ・

カニのなかま・・・。

海の中をただよっ

て、浮遊生活をす

る生きものを写真

で紹介する絵本。



6月の

ミニ図書館
今月の運転手は

かぼすくん

６月 ７日（水）
２１日（水）

三高会館
１１時～１２時

今月の展示

落語の世界へようこそ
～落語とは～

寄席（よせ）などで演じられてきた大衆芸能の一種。

こっけいな話の終わりに「落ち」があるので、「おとしばな

し」とも言われる。

児童文学誌『小鳥』（第１３号）

作品募集

夏休みに向けて！

読書感想文課題図書

入荷！

『赤めだか』 立川 談春/著

『この世は落語』 中野 翠/著

『新落語的学問のすすめ』 桂 文珍/著

『ドクターらく朝の健康噺』 立川 らく朝/著

『バカの中身』 林家 木久蔵/著

『不死身の落語家（はなしか）』 春風亭 柳桜/著

『王子のきつね』 林家 三三/文

『じゅげむ』 川端 誠/作

『しまめぐり』 桂 文我/ぶん

『じごくのそうべえ』 田島 征彦/作

『ぬけすずめ』 桃月庵 白酒/文

『春風亭一之輔のおもしろ落語入門』

『５分で落語のよみきかせ』 小佐田 定雄/著

『おもしろ落語図書館 その１～５』 三遊亭 円窓/著

『らくご長屋 １～７』 岡本 和明/文

このほか、ＣＤ・ＤＶＤもあります。

６月のふれあい広場

カンガルーくらぶ・スペシャル

親子でたのしむおはなし会♪

６月１７日（土）

１０：３０～１１：３０

能美図書館では、毎月第３金曜に「カンガルーくらぶ」で、よみきかせを行っ

ています。小さな赤ちゃんや、妊婦さんも参加できますが、いつもは平日の金

曜日なので参加できない方もいらっしゃいます。

そこで、普段来られない親子のために、スペシャルバージョンでお届けします。

絵本やかみしばいの読みきかせのほかにも、エプロンシアターや小道具を

使ったおはなしもあります。

ぜひ、お誘いあわせて、ご家族でご参加ください。

募集内容

◎ 表紙絵：小学生以下

背景をつけた「小鳥」の絵 （Ａ４サイズ以内）

画材、鳥の種類などは自由です。

◎ 童話、おきかえ詩：どなたでも

４００字詰め原稿用紙１０枚以内

※おきかえ詩とは自分を動植物や山・海など、自然の中で共存してい

る物や者に自分をおきかえて（なりきって）その思いを表現したものです。

◎ 詩・川柳：小学生以下

◎ 生活作文：小学校３年生以下

応募締め切り

平成２９年９月３０日（土） 当日消印有効

詳しくは、能美図書館までお問い合わせください。

たくさんのご応募をお待ちしています！

ハーブに親しもう
香りを楽しんだり、健康のためにお薬として

利用したり・・・。生活の中にハーブをとり入

れてみませんか。

『気ままにハーブ園芸』 榊田 千佳子/著

『きれいになるハーブ』 蛯原 友里/著

『とっておきのハーブ百科』

『ハーブ図鑑』 ジェニー・ハーディング/著

『ハーブティー事典』 佐々木 薫/著

『ハーブの育て方と楽しみ方』

など

「第６３回青少年読書感想文全

国コンクール」の課題図書が発表

されました。

今年も、江田島市内の図書館

ですべてそろえます。夏休みになる

と借りたい人が集中してしまうので、

今のうちから読んでみませんか？

（小学生）

『ばあばは、だいじょうぶ』

『すばこ』

『くろねこのどん』

『空にむかってともだち宣言』

（中学生）

『円周率の謎を追う』

（高校生）

『フラダン』
ほか、詳しくは来月号でお届けします。

予告！7月２２日

ふれあい広場では、

「さとうみ」さんが

やってきます！

お楽しみに！

５月のふれあい広場では、恒例の「こどもの日スペシャル」を行

いました。折り紙を使って風車の壁かざりを作ったり、巨大こいのぼ

りのうろこに、お母さんへのメッセージを書いてもらいました。

今年は大型の連休でお天気続きだったので、遠くへお出かけさ

れた家族も多かったと思います。それでも、図書館にも、たくさんの

親子連れが来てくださり、楽しいひとときを過ごしていかれました。

これからも、家族ですごせる図書館でありたいと思います。

平成２９年５月５日

こどもの日スペシャル★

今回作った「風車の壁かざり」は、

雑誌『レクリエ』で紹介されています。

このほかにも、季節の飾りなど紹介さ

れています。チェックしてみてください。

雑誌紹介
『レクリエ』

（隔月発売）

高齢者介護をサポートするレク

リエーション情報誌です。

季節の飾り工作や、日常生活

動作向上のための体操なども紹

介しています。

わたしのいちおし（１０１）

能美町在住 Mさん

『簡単！電子レンジレシピ１００』

村上 祥子/著 永岡書店

材料と調味料を、耐熱容器に入れて、チン！電

子レンジは、上手に使えば、料理の時短や、光熱

費の節約にも役立つ優れもの。ごはんづくりの強い

味方です。

皆さんも、ぜひこの本を参考にしてみて！


