４月に新しく入った本
ジャンル

第１６３号 平成３０年５月1日
今月の行事
■ おはなしレストラン
① １日（火） １０：００～
「みどりを感じる絵本」
②１５日（火） １０：００～
「語りを学ぶ」
■ ふれあい広場
５日（土） １０：００～１５：００
「こどもの日スペシャル♪」
※詳しい内容は、中ページをご覧ください。
■ カンガルーくらぶ
５日（土）１０：３０～
子どもの日のスペシャルヴァージョンです！
■ 読書会
１８日（金） １３：３０～１５：００
辰野和男/著 『四国遍路』を読んで
■ ＮＬＳ
１９日（土） １６：００～１８：００
七夕コンサートに向けて
■ アート
２５日（金） １０：００～１２：００
「人の１２感覚を知る」

恒例の、お花見茶会が開かれました。（４/７）
日 月 火 水 木 金 土

５／５（祝）は
開館します！
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泣きかたをわすれていた
デートクレンジング
雲上雲下
小説
玉村警部補の巡礼
祈りのカルテ
凶犬の眼
恋女房 （新・秋山久蔵御用控 1）
高楼の夢 （ふろしき同心御用帳 7）
居酒屋お夏 8 兄弟飯
小説（文庫）
流れの勘蔵 （鎌倉河岸捕物控 32の巻）
麦の滴 （おれは一万石 4）
恋敵は公方様 （江戸家老塩谷隼人 3）
占い
「運気が上がる手相」のつくり方
大前研一 世界の潮流 2018～19
１０年後の仕事図鑑
社会
図解あなたの天職がわかる16の性格
むらの困りごと解決隊
知らないと損をする最新配偶者控除
教育
２１世紀型保育の探求
実用
全身ユニクロ！朝、マネするだけ
ドライフラワー・テクニックブック
趣味
ニードルフェルトの基礎レッスン
冷凍保存で作る１週間の献立キット
料理
弘兼流６０歳から楽々男メシ
主役は、ごちそうおにぎり
すっきり暮らすために持たないもの、やめたこと
暮らし
みんなの子どものいる暮らし日記
自伝
過去六年間を顧みて
コミック やっぱり、僕の姉ちゃん
写真集 針と溝
ぶどう畑で見る夢は
ぬまがさワタリのゆかいないきもの㊙図鑑
やさしい行事のこうさく １～４ （春夏秋冬）
よみもの

○能美図書館○
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/

書名

えほん

すいぞくかんのみんなの１日

めいろ日本一周
コロコロ迷路
スターライト号でアドリア海へ （ハリネズミ・チコ ４）
生物学の基礎はことわざにあり
おばあちゃんとおんなじ
もぐらのモリスさんおうちにかえりたい！
いたずらえほんがなんかへん！
わんぱくだんのおにわのようせいたち
いたずらトロルと音楽隊
たぬきの花よめ道中

読んでみて！
著作者など
落合 恵子/著 『１０年後の仕事図鑑』
柚木 麻子/著
堀江 貴文/著
落合 陽一/著
朝井 まかて/著
ＳＢクリエイティブ/出版
海堂 尊/著
知念 実希人/著
柚月 裕子/著
藤井 邦夫/著
井川 香四郎/著
岡本 さとる/著
佐伯 泰英/著
千野 隆司/著 AI(人工知能)が台
牧 秀彦/著 頭する21世紀。「なく
なる仕事」と「減る仕
北島 禎子/著
事」を経営者の視点、
大前 研一/著 AIを作る側の視点か
堀江 貴文/著 ら紹介し、働き方の
ポール・Ｄ．ティガー/著 変化に伴う経済、特
農山漁村文化協会/編 にお金の変化などを
梅本 正樹/著 解説。また、人生の
大豆生田 啓友/編著 グランドデザインを描く
術も説明する。
Ｈａｎａ/著
新たに始まる世界
相澤 紀子/著 で、君はどう生きるか。
寺西 恵里子/著
川上 文代/著 『たったひとつの
弘兼 憲史/著
どんぐりが』
Ｔｅｓｓｈｉ/著 ﾛｰﾗ・Ｍ．ｼｪｰﾌｧｰ/ぶん
ｱﾀﾞﾑ･ｼｪｰﾌｧｰ/ぶん
主婦の友社/編
ﾌﾗﾝ･ﾌﾞﾚｽﾄﾝ=ｶﾞﾉﾝ/え
みんなの日記編集部/編
評論社/出版
かこ さとし/著
益田 ミリ/著
齋藤 圭吾/著
小手鞠 るい/著
ぬまがさ ワタリ/著
竹井 史郎/作
松橋 利光/写真
ドングリこそ、すべて
中山 けーしょー/作・絵 の植物と動物の命を
野出 正和/著 つなぐもと-。たったひと
山下 明生/作 つのドングリが、木に
杉本 正信/著 育ち、その木に鳥が
なかざわ くみこ/作 巣を作り、落ちた種か
ジャーヴィス/作 ら花が咲く…。美しい
イラストと簡潔なことば
リチャード・バーン/作
で命の連鎖を描いた
ゆきの ゆみこ/作 絵本。
アニタ・ローベル/さく
最上 一平/作

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。

今月の展示

恒例の「お花見茶会」開催（４/７）

動物園・水族館へ行こう！

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。
今年は、残念ながら桜がほとんど散ってしまい、残りわず
かな状態。天気も不安定で、室内からの鑑賞のみとなりま
した。 それでも、毎年楽しみにして来られる来館者も多く、
風に舞い散る花びらを眺めながら、和やかなひと時を過ご
していただきました。
来年は、満開の桜のもとでお茶会ができるといいですね。

一般書

５月のふれあい広場は

児童書

こどもの日スペシャル！
平成３０年５月５日（祝）

家族で
いっしょに
来てね！

『動物園飼育員・水族館飼育員になるには』
『何度も行きたくなる動物園＆水族館ベストランキング』
『１００年後も見たい動物園で会える絶滅危惧動物』
『ユダヤ人を救った動物園』
『動物翻訳家』
『ヒヒ通』
『旭山動物園のつくり方』
『水族館で珍に会う』
『いちばん楽しい水族館の歩き方』
『ほんとのおおきさ・あかちゃん動物園』
『すいぞくかんのみんなの１日』
『飛び出す！びっくり！３Ｄ水族館』

１９７１年千葉県生まれ。東北大学法学部卒業。２０００年
『オーデュポンの祈り』で第５回新潮ミステリー倶楽部賞を受賞し
デビュー。０４年『アヒルと鴨のコインロッカー』で第２５回吉川英
治文学新人賞、短編『死神の精度』で第５７回日本推理作家
協会賞、０８年『ゴールデンスランバー』で第２１回山本周五郎
賞、第５回本屋大賞を受賞。
著書に『グラスホッパー』『マリアビートル』『重力ピエロ』『砂漠』
『アイネクライネナハトムジーク』など多数。

テー マ
「手づくりのおもちゃで遊ぼう！」
牛乳パックや新聞紙、ビニール袋や
折り紙など、身のまわりにあるもので、
楽しいおもちゃを作って遊ぼう！

母の日によみたい絵本

（参加費は無料です。）
♪ １０：３０～おはなし会もあるよ ♪
絵本

下田 彩日風ちゃん （小4）
『ねこのタクシー』
南部 和也/さく さとう あや/え
福音館書店
飼い猫になったトムは、ご主人へのお礼にタクシー
を始めます。ケーキを運んだり、救急車になったり、
泥棒を追いかけたりと大忙しです。ネコの魅力いっ
ぱいの愉快な幼年童話。
「前にも借りたことがあるけど、とてもおもしろいから
また借りた！」と、彩日風ちゃん。これからも、いろん
な本を読んで大きくなってね。

５月の
ミニ図書館

高岡 昌江/著

晋遊舎/出版
日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社
ダイアン・アッカーマン/著

片野 ゆか/著
南方 延宣/著
原子 禅/文
中村 元/監修・写真
辰巳出版/出版
小宮 輝之/監修
松橋 利光/写真
学研教育出版/出版

ほか

今月の作家 「伊坂 幸太郎」

午前１０時～午後３時

わたしのいちおし（112）

動物園や水族館に関する本を展示します。
動物もお魚も、身近に感じてね。

今月の運転手は
でこぽんくん

よみもの

『クリスマスを探偵と』
『ワンダフルストーリー』【文庫】
『ホワイトラビット』
『ＡＸ』
『バイバイ、ブラックバード』
『陽気なギャングが地球を回す』【文庫】
ほか

５月１３日（日）は母の日。母の日に読んでほしい絵本を、季節の絵本
コーナーに集めています。家族で読んでね。

『マリールイズいえでする』
『しげるのかあちゃん』
『わたしのママはまほうつかい』
『おかあさんのパンツ』
『こねこのははのひ』
『せかいでいちばんママがすき』
『わたしのおかあさんは世界一びじん』

Ｎ．Ｓ．カールソン/さく
城ノ内 まつ子/作
カール・ノラック/文
山岡 ひかる/作
やすい すえこ/作
あいはら ひろゆき/さく
ベッキー・ライアー/ぶん

『おかあさんだもの』
サトシン/作
松成 真理子/絵
アリス館/出版

返却期限の延長について
５月 ２日（水）
１６日（水）
三高会館
１１時～１２時

ご案内

たとえば・・・
「もうすぐ返却期限なんだけど、最後まで読み切れそうにない・・・」
「体調が悪くてしばらく外出ができない」
・・・こんな時には
予約が入っていない場合には、１回だけ返却期限の延長をすることができます。
電話でも承りますので、ご連絡ください。
ただし、すでに予約が入っている場合や、２回目の延長はできません。

