
三国志名臣列伝　後漢篇 宮城谷　昌光/著

火定 澤田　瞳子/著

西から来た死体 西村　京太郎/著

おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子/著

隠密同心　３　（幻の孤影） 小杉　健治/著

名無し　（新・知らぬが半兵衛手控帖　４） 藤井　邦夫/著

紫の夢　（おれは一万石　３） 千野　隆司/著

暁天の志　（風の市兵衛　弐 ２１） 辻堂　魁/著

白金南蛮娘殺人事件　（耳袋秘帖殺人事件　２４） 風野　真知雄/著

げんげ　（新・酔いどれ小籐次　１０） 佐伯　泰英/著

三分の理　（ふろしき同心御用帳　５） 井川　香四郎/著

兄妹剣士　（隠目付江戸秘帳　５） 鳥羽　亮/著

せとうちスタイル　ｖｏｌ.３・ｖｏｌ.４ 瀬戸内人/出版

マップル　※新刊多数入荷！ 昭文社/出版

親族を代表し、成年後見のしくみについて専門家に聞いてきました 小林　禎周/著

高校生ワーキングプア ＮＨＫスペシャル取材班/著

こわいもの知らずの病理学講義 仲野　徹/著

最新子宮がん・卵巣がん治療 加藤　友康/監修

パーキンソン病少しずつ減薬すれば良くなる！ 中坂　義邦/著

血流がすべて整う食べ方 堀江　昭佳/著

下がらないカラダ 小野　咲/著

「マス目」で気づく目の病気 平松　類/著

タオルでつくりたいもの かわい　きみ子/著

私たちが好きなキルトのバッグとポーチ 斉藤　謠子/著

まんが 野武士のグルメ　３ｒｄ 久住　昌之/原作

スポーツ ブラッド・エルドレッド ブラッド・エルドレッド/著

マルラゲットとオオカミ マリー・コルモン/文

映画きかんしゃトーマスとびだせ！友情の大冒険 ウィルバート・オードリー/原作

だれのいす？ アナ・カン/文

ワタナベさん 北村　直子/作

じゃぶじゃぶじゃぐちくん 新井　洋行/作

きつねうどんたぬきうどん 古内　ヨシ/さく

まちでくらすとり　すずめ 三上　修/ぶん

わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット/作・絵

パズルでめぐる世界の旅 エクスナレッジ/出版

辞書びきえほんもののはじまり 陰山　英男/監修

はるのくさばなあそび 佐野　高太郎/写真

花見べんとう 二宮　由起子/作

パイパーさんのバス エリナー・クライマー/作

島津斉彬　（コミック版日本の歴史　62） 加来　耕三/監修

そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫/写真

おまめくんぱちぱちー とよた　かずひこ/脚本・絵

ごろん ひろかわ　さえこ/脚本・絵

みんなでたいそう 新沢　としひこ/脚本

紙芝居

絵本

よみもの

手芸

小説

小説（文庫）

旅行

社会

医学

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/

○ おはなしレストラン（絵本の会）

① ３日（火） 午前１０時～１１時３０分

「はじめて」の絵本

②１７日（火） 午前１０時～１１時３０分

語りを学ぶ

〇 カンガルークラブ（おはなし会）

７日（土） 午前１０時３０分～

★１階 絵本コーナー

→４月からは、曜日と場所が変わります。

○ ふれあい広場

７日（土） 午後１時３０分～３時

「お花見茶会」

★詳しくは、中ページをご覧ください。

○ 読書会

２０日（金） 午後１時３０分～３時

『世界一清潔な空港の清掃人』

新津春子/著 を読んで

○ ＮＬＳ（のうみライブラリー・シンフォニー）

２１日（土） 午後４時～６時

○ アート

２７日（金） 午前１０時～１２時

第１６２号 平成３０年４月1日

４月の行事予定

○能美図書館○

あたらしく入った本

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

※４月の月末整理日は、

第４水曜日（２５日）に変

更しています。

『タオルで

つくりたいもの』

かわいきみ子/著

地球丸/出版

読んでみて！

ジャケット、パーカ、

ペットボトルカバー、

バスローブ、ピロー

ケース、エプロン…。

タオルの機能性とデ

ザインを生かした、日

常使いの服と小物

の作り方を紹介。

『マルラゲット

とオオカミ』

マリー・コルモン/文
ゲルダ・ミューラー/絵

ふしみみさを/訳

徳間書店

森一番の嫌わ

れ者のオオカミは、

けがを優しく看病し

てくれた少女マル

ラゲットに「もう動物

は食べないよ」と

約束します。でも、

みるみる瘦せていく

オオカミにマルラ

ゲットは…。

３月のふれあい広場では、折り紙や色画用紙

を使って、お弁当を作りました。

本物そっくりのおいしいそうなお弁当の完成！

「いただきまーす！！」



『保育で大活躍！絵本から広がるあそび大集合』　石井　光恵/著

『忍者あそびがいっぱい』　浦中　こういち/著

『じぃじとばぁばのためのあそび図鑑　エガリテ大手前/監修 　　　『図書館戦争』シリーズ

『すぐできる！ちょこっとあそびアイデアＢＯＯＫ』　南　夢未/編 　　　『レインツリーの国』

『手袋でつくるてぶぐるみ』　笹川　勇/著 　　　『三匹のおっさん』

『雨の日をもっと楽しむ５４』　田中　邦子/著 　　　『フリーター、家を買う。』

『手あそびうたブック』　永岡書店編集部/編 　　　『ヒア・カムズ・ザ・サン』

『世界の外あそび』　こどもくらぶ/編 　　　『旅猫リポート』

『お父さんもお母さんもわくわくさんになれる！』　久保田　雅人/著 　　　『だれもが知ってる小さな国』

『目あそび・手あそび・足あそび』　佐藤　美代子/編著 　　　『倒れるときは前のめり』　（エッセイ）　ほか

ほか　　　　

『鈴木翼＆大友剛の０・１・２歳児ちょこっと手あそび大集合！』　鈴木　翼/著

４月の

ミニ図書館

４月 ４日（水）
１８日（水）

三高会館
１１時～１２時

はじまるよ！！ 本のカーニバル！！！
ーこどもの読書週間 ４/２３～５/１２

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３４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。

絵本の会「おはなしレストラン」

おはなし会「カンガルーくらぶ」

読書会

ＮＬＳ（のうみライブラリーシンフォニー）

アート

① 第１火曜日 １０：００～１１：３０

絵本について語り合い、市内の各小学校やこども園

等へのよみきかせを行います。

新メンバーも募集中です！

② 第３火曜日 １０：００～１１：３０

言語造形を通して“語り”について学びます。

第３金曜日 １３：３０～１５：００

毎月、課題の本をテーマに、ワイワイ語り合いま

す。中高年が中心となっていますが、若い方もど

うぞ！

第４金曜日 １０：００～１２：００

色々な画材で行うアートセラピーです。遊びな

がらセルフケアをし、自分を高めていきませんか。

第３土曜日 １６：００～１８：００

“ライアー”という楽器を中心に、図書館のイベン

トなどで演奏します。楽器初心者でも大丈夫です

よ。

第１土曜日 １０：３０～

１階の絵本コーナーで、おはなし会をします。小さなお

子さんはもちろん、妊婦さんやパパの参加もお待ちしてい

ます！

４月のふれあい広場

お花見茶会

４月７日（土）

１３時３０分～１５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）

満開の桜を愛でながら、お抹茶を一服いか

がですか。お誘いあわせておいでください。

予告 ５月のふれあい広場

「こどもの日スペシャル！」

５月 ５日（土）

午前１０時～

テーマ

手づくりのおもちゃで遊ぼう♪

ダンボールで、空き箱で、牛乳パックで・・・作っ

て遊ぼう！子どもはみんな、遊びの天才だ！

今月の

展示

今月の展示は、５月５日のこどもの日に向けて、

「子どもといっしょに楽しむ」本を展示します。

寒かった冬も終わり、子どもたちの活動ものびのび

してくる季節。ぜひいっしょに遊びましょう！

★ ミニ展示 ★

今月の運転手は

ワーサーくん♪

おいしそうなお弁当ができあがりました！

３月のふれあい広場では、「おべんとうづくり教室」を開催

しました。

・・・といっても、本物の食材で作る調理ではなく、おりがみ

や廃材を使っての工作べんとうです。

参加した子どもたちは、楽しく真剣におべんとうを作りまし

たよ。今度はぜひ、お家で本物のおべんとうづくりにチャレ

ンジしてね！

ー参考図書ー

『おりがみでおみせやさん』 いまいみさ/著

折り紙、色紙、リサイクル素材などで簡単に出来るお店

屋さんごっこのアイデアを満載！ アッという間に売り切れ

る大人気の品物が勢ぞろいです。カラー写真を見ながら

つくれる楽しい工作の本。

今月の作家は

「有川 浩」

ドラマや映画化も多い人気作家です。

この機会にぜひ読んでみて！

わたしのいちおし （１１１）

田山翔太くん（新１年生）

『パンダ銭湯』

ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ/さく

絵本館

驚きのパンダのヒミツがここにある!? ここはパンダのた

めのお風呂屋さん。やってきたパンダの親子は、服を脱

ぎはじめ…。あたたかいユーモアがいっぱいの絵本。

「ほかにもいっぱい、おもしろい絵本があるよ！」と翔

太くん。１年生になっても、たくさん読んでね！


