
ジャンル 書名 著作者など

ストーブ列車殺人事件 西村　京太郎/著

二人の推理は夢見がち 青柳　碧人/著

カットバック　（警視庁ＦＣ　2） 今野　敏/著

あやかし草紙　（三島屋変調百物語　5） 宮部　みゆき/著

無節の欅　（おれは一万石　5） 千野　隆司/著

修羅の契り　（風の市兵衛　弐22） 辻堂　魁/著

読書 みちのきち私の一冊 弘文堂/出版

心理学 皮膚感覚から生まれる幸福 山口　創/著

古事記及び日本書紀の研究 津田　左右吉/著

ＮＨＫスペシャル　シリーズ大江戸の世界 洋泉社/出版

陰謀の日本中世史 呉座　勇一/著

旅行 せとうちスタイル　Ｖｏｌ．5（2018）　 瀬戸内人/出版

地球の歩き方　Ａ30　バルトの国々 ダイヤモンド社/発売

大人の日帰り旅　（中国四国） ＪＴＢパブリッシング/出版

社会 イクメンじゃない「父親の子育て」 巽　真理子/著

ビジネス 一生使える「電話のマナー」 尾形　圭子/著

保育 保育をゆたかに絵本でコミュニケーション 村中　李衣/著

自然科学 星空がもっと好きになる 駒井　仁南子/著

医学 １００歳まで元気に歩く！正しい歩き方 洋泉社/出版

手芸 手作りしたいベビー服＆こもの ブティック社/出版

帆布のバッグベーシックスタイル２０ 日本ヴォーグ社/出版

５０点家事 サチ/著

手間を省く家事、かける家事 宝島社/出版

タスカジさんが教える最強の「家事ワザ」 タスカジ/監修

料理 シンプルがおいしい飛田さんの野菜レシピ 飛田　和緒/著

園芸 はじめてのボックス水耕栽培 岡部　勝美/著

エッセイ ゴリラからの警告 山極　寿一/著

愛と憎しみ奇跡の老老介護 阿井　渉介/著

バッグをザックに持ち替えて 唯川　恵/著

もりのほうせき ねんきん　（ふしぎいっぱい写真絵本） 新井　文彦/写真・文

３人のパパとぼくたちの夏 井上　林子/著

しずくちゃん　３０ ぎぼ　りつこ/作・絵

まかせて！母ちゃん‼ くすのき　しげのり/作

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤　ノリコ/著

クリスティアーノ・ロナウド　　　～世界最高の選手～ イアン・スプラッグ/著

ネイマール　　　～ブラジルの絶対的エース～ ニック・カロウ/著

メッシ　　　～神と呼ばれる男～ マイク・ペレス/著

ちびちっち ステファニー・ブレイク/作

ゾウさんのセーター 中村　紅葉/作

なくのかな 内田　麟太郎/作

みんな、ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ/作・絵

にちようびのぼうけん！ はた　こうしろう/作

とってもなまえのおおいネコ ケイティ・ハーネット/作

　★　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。

生活

小説

小説（文庫）

歴史

よみもの

絵本

手記

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/
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今月の行事予定

○カンガルーくらぶ

２日（土） 午前１０時３０分～

「ママと赤ちゃんのおはなし会」

○おはなしレストラン

①５日（火） 午前１０時～11時30分

テーマ：わたしのお父さん

②１９日（火） 午前１０時～11時３０分

「語りを学ぶ」

○読書会

１５日（金） 午後１時３０分～３時
ＤＶＤ鑑賞
『プロフェッショナル２３ りんごは愛で育てる』
『プロジェクトＸ 男たちの不屈のドラマ 瀬戸大橋』

○ふれあい広場

１６日（土） 午後１時～３時３０分

「哲学カフェ」

⇒ 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）

１６日（土） 午後４時～６時

癒しの音楽のひととき♪

○アート

２２日（金） 午前１０時～１２時

「時を超えたあそびアート」

第１６４号 平成３０年６月 １日

○能美図書館○

あたらしく入った本 読んでみて！

『古事記及び

日本書紀の研究』

津田 左右吉/著

毎日ワンズ/出版

津田左右吉が古

代史を科学的に捉

えた普及の歴史書

を新書化。昭和15

年に政府が不敬

罪として発売禁止

にした「古事記及び

日本書紀の研究」

と、戦後に発表さ

れた「建国の事情

と万世一系の思

想」を収録。

『ちびちっち』
ステファニー・ブレイク/作

ふしみ みさを/訳

あすなろ書房

ひとことめには「う

んちっち」、困った

時には「あっ、オオ

カミだ!」で世の中を

渡ってきた、うさぎの

子シモンの家に、

赤ちゃんのちびちっ

ちがやってきた。そ

いつはシモンの弟

で、ずーっと家にい

るらしくて…。読み

聞かせ絵本。



『お父さんエラい！』　　　　～単身赴任二十人の仲間たち～ 重松　清/著

『忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス』 明橋　大二/著

『パパの極意』　　　　～仕事も育児もたのしむ生き方～ 安藤　哲也/著

『父親力検定』　　　　～子どもと妻が本当に考えていることを知る方法～ 石原　壮一郎/著

『ヨチヨチ父』　　　　～とまどう日々～ ヨシタケ　シンスケ/著

『笑顔のママと僕と息子の９７３日間』 清水　健/著

『Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｆａｔｈｅｒ』　　　　～父にまつわるメステリーアンソロジー～ 冲方　丁/著

『銀河鉄道の父』　　　　～宮沢賢治の父を描いた、直木賞受賞作～ 門井　慶喜/著

『きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは・・・』 市川　宣子/作

『とうさんは忍者』 八束　澄子/作
ほか

●６／４は虫歯予防デー

　『だるまのマーくんとはいたのおばけ』　　　小沢　正/作

　『はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう！』　　　くぼ　まちこ/著

　『歯いしゃのチュー先生』　ウィリアム・スタイグ/ぶんとえ

●６／１０は時の記念日

　『メアリー・アリス・いまなんじ？』　　　ジェフリー・アレン/文

　『時計つくりのジョニー』　　　エドワード・アーディゾーニ/作

　『ヒギンスさんととけい』　　　パット・ハッチンス/さく

●梅雨・あめふりの絵本

　『おじさんのかさ』　　　佐野　洋子/作・絵

　『まほうのかさ』　　　小沢　正/文　　　
　『すたすたかたつむり』　　　あきやま　ただし/作・絵　　　　　ほか

一般書

児童

６月の

ミニ図書館
今月の運転手は

ユーズーくん

６月 ６日（水）
２０日（水）

三高会館
１１時～１２時

今月の展示

児童文学誌『小鳥』（第１４号） 作品募集 本のお楽しみ袋

能美図書館には“本

のおたのしみ袋”を用意

しています。１つのテー

マで選んだ本を３冊、袋

に入れた状態で貸出し

ています。

何が入っているかは

帰ってからのお楽しみ。

自分では手に取らない

ような本に出合えるかも

しれません。何を読もう

か迷ったら、ぜひチャレ

ンジしてみてください。

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）

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、動物や文房具などにおきかえて（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３０年９月３０日（日） 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！

平成３０年５月５日

こどもの日スペシャル★

親子の笑顔が咲きました！

わたしのいちおし（１１３）

大柿町在住 Ｔさん

雑誌『ドゥーパ！』

『ドゥーパ！』は、隔月で刊行される、ＤＩＹ・手作りライ

フマガジンです。Ｔさんは、この雑誌を参考にして、い

ろいろなものを作るそう。最近では、トミカケースを作っ

たそうですよ。

2018年6月号は「ＤＩＹで作る外メシ道具」特集。ピザ

窯や燻製器、バーベキューテーブルなどを紹介して

います。ぜひ読んでみて！

「おとうさん ありがとう💛」

今月の作家「かこ さとし」
「季節の絵本」コーナー

１９２６年、福井県武生市（現在越前市）

に生まれる。東京大学工学部応用化学科

卒業。

作品は『からすのパンやさん』を代表する

「かこさとしおはなしのほん」シリーズ、『うつく

しい絵』、「だるまちゃん」シリーズ、『とこちゃ

んはどこ』、「かこさとしからだの本」シリーズ、

『伝承遊び考』など600点余。2008年菊池

寛賞受賞、 2009年日本化学会より特別

功労賞を受賞。５月２日、９２歳で死去。

第１５５回 ふれあい広場

「哲学カフェ」

テーマ「私にとっての読書」

日時 平成３０年 ６月１６日（土）

午後１時～３時３０分

場所 能美図書館 ２階研修室

ファシリテーター 上村 崇さん

（協力 ＥＬＣＡＰの皆さん）

定員 おとな１０名

※予約が必要です。

読書が好きな人、苦手な人、興味はあ

るけどなかなか読書ができない人・・・。

１００人いれば１００とおり、「読書」

への向き合い方があります。

「最近は子どもの絵本しか読んでいな

い」という人でも大歓迎。みんなで集

まって、じぶんにとっての「読書」につ

いて、おしゃべりしませんか。

今年のこどもの日スペシャルのテーマは、「手づくりのおも

ちゃで遊ぼう！」。身近な新聞紙や広告の紙、おりがみ、牛

乳パックやビニール袋などで、簡単なおもちゃを作りました。

いっしょに来ていたお父さんやお母さん、おばあちゃんにも手

伝ってもらいながら、つぎつぎにおもちゃを作って歓声をあげる

子どもたち。“作って”“遊んで”たっぷり楽しんでいただきました。

また、カンガルーくらぶのおはなし会も同時に開催。子ども

たちはもちろん、大人も一緒に、図書館での一日を楽しんで

いただきました。

ペタペタ・・・

ひみつきち

かきかき・・・

「こうかな？」

おはなし会


