
宝島　　（直木賞受賞作品） 真藤　順丈/著

つくもがみ笑います 畠中　恵/著

柳は萌ゆる 平谷　美樹/著

ひと 小野寺　史宜/著

十津川警部怒りと悲しみのしなの鉄道 西村　京太郎/著

ニムロッド　　（芥川賞受賞作品） 上田　岳弘/著

奈緒と磐音（居眠り磐音） 佐伯　泰英/著

叛き者（疾風の義賊２） 辻堂　魁/著

京都寺町三条のホームズ１１ 望月　麻衣/著

大江戸閻魔帳 藤井　邦夫/著

寺町哀感（九頭竜覚山浮世綴３） 荒崎　一海/著

陽炎の符牒（日暮左近事件帖５） 藤井　邦夫/著

情報科学 バイオハッキング カーラ・ブラトーニ/著

歴史 天皇の日本史 洋泉社/出版

消えた屍体 ジャンニ・デイヴィス/著

親を愛せない子、子を愛せない親たちへ 窪島　誠一郎/著

天皇皇后両陛下 宮内庁侍従職/監修

　　民法 図解超早わかり18歳成人と法律 南部　義典/著

　　介護 高齢者が元気になるレクリエーション 三瓶　あづさ/著

　　社会 大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 出口　剛司/著

教育 こころとからだを育む1～5歳のたのしいリトミック 神原　雅之/監修

　　医学 シニアの心臓が危ない！ 下川　宏明/監修

　　手芸 季節を楽しむフェルトのつるし飾り ブティック社/出版

家政婦ｍａｋｏのずぼら冷凍レシピ ｍａｋｏ/著
なかなかやせない50代母まで１０キロやせた！すごウマダイエットレシピ ＭＡＮＡ/著

米粉で作るうれしい和のおやつ 森崎　繭香/著

　　茶道 はな、茶の湯に出会う はな/著

　　映画 樹木希林１２０の遺言 樹木　希林/著

　　詩歌 入所待ち あたるしま　しょうご/著

かんぺきなこども ミカエル・エスコフィエ/作

ねこのつけしっぽ 吉田　愛/作

おしえておしえてねむりかた アナ・カン/ぶん

古代ローマ黄金のワシ（マジック・ツリーハウス４５） メアリー・ポープ・オズボーン/著

だれの手がた・足がた？ 小宮　輝之/監修

ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中/著

未来をつかめ！平成ビジュアル図鑑１・２ 大江　近総/監修

おしりたんてい　２　（第４～６話） 　６０分

おしりたんてい　３　（第７～９話） 　６０分

かいけつゾロリ　～ＺＺのひみつ～ 　６９分

君の膵臓をたべたい 　１１５分

ざんねんないきもの事典　（アニメ） 　５０分

リメンバー・ミー 　１０５分

ワンダー　～君は太陽～ 　１１３分

鏡五郎全曲集　２０１８ 鏡　五郎/歌

魚図鑑 サカナクション/演奏

ｍｉｗａ　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ ｍｉｗａ/演奏

　　　　　　　素敵なモビールができたよ！

小説

小説（文庫）

伝記

料理

ＤＶＤ

ＣＤ

よみもの

絵本

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/

○おはなしレストラン

① ５日（火） “今年のＢＥＳＴ１”

② １９日（火） 語りを学ぶ

午前１０時～１１時３０分

○アート

１５日（金） 午前１０時～１２時

「人の１２感覚を知る」

○カンガルーくらぶ

２日（土） 午前１０時３０分～１１時３０分

ママと赤ちゃんのおはなし会

○ふれあい広場

1６日（土）午後１時３０分～

「おり紙でツムツムを作ろう」

※くわしくは中ページをご覧ください。

○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

○読書会

１９日（火） 午後１時３０分～３時

※日程を変更しています。

小国 士朗/著

『注文をまちがえる料理店』を読んで

○能美図書館○

今月の行事予定

『米粉で作る

うれしい和のおやつ』

森崎 繭香/著

立東舎/出版

みたらしだんご、どら

焼き、大福、あんこシ

フォン…。毎日食べたく

なるやさしい和のおや

つ、自宅で楽しんでみ

ませんか? 初めての人

でも挑戦しやすいように

工夫した、米粉を使っ

たグルテンフリースイー

ツのレシピを紹介。

『だれの手がた

・足がた？』

有沢 重雄/構成・文

小宮 輝之/監修

偕成社/出版

読んでみて！

１１日（月）～１３日（水）は、

年度末整理のため休館します。

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

6番目の指があったり、

人間の手に似ていたり

…。さまざまな動物や

鳥の手がた・足がたを

クイズ形式で紹介。手

足からわかる動物のひ

みつを、たくさんの手が

た・足がたの図版、写

真とともにわかりやすく

紹介する。



　

３月の

ミニ図書館
今月の運転手は

グレートくんです

３月６日（水）
２０日（水）

三高会館
１１時～１２時

特別整理期間に伴い、３月１１日（月）～１３日（水）の期間を休館いたします。

能美図書館では、3／1１（月）～3／1３（水）に所蔵資料の総点検を行います。すべての書架の資料

のバーコードを読み取り、コンピュータのデータと照らし合わせ、不明になっている本や間違った場所に置

かれた本がないかチェックしていきます。

休館中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、江田島図書館、大柿図書室は開館（室）しておりますので、ご利用ください。

2月のふれあい広場では、色画用紙を使ってカラフルな気

球のモビールを作りました。

色画用紙を切り紙の要領で同じ形にハサミで切り、ボンドで

貼っていきます。材料は同じでも、作る人によって色の組み合

せは様々。いろんな色の気球ができてキレイでした。あとは真

ん中に長さのちがうひもをボンドでとめるだけ。最後にワイヤー

にぶら下げてバランスをとるとモビールの完成です。かわいい

気球がゆらゆら揺れるモビール。みなさん、「どこに飾ろうかな

♡」「家でもいろいろ作ってみよう♡」と笑顔いっぱいでした。

図書館の本を借りて、あなたも作ってみませんか。

『かわいいインテリア・モビール』 754ﾑ

『フラワーポンポン＆ハニカムボール』 754フ

『モビール・スタイル１００』 754イ

モビールをつくったよ❤

図書館員のいちおし （１２１）

『かんぺきなこども』

ミカエル・エスコフィエ/作

マチュー・モデ/絵

ポプラ社/出版

こどもストアで、完ぺきな子どもピエールを手に入れた

マカロン夫婦。勉強ができ、わがままを言わず、まさに

理想の完ぺきな子どもでしたが…。

シュールな結末にドキッとする、大人にこそ読んでほし

い絵本です。

（担当：脇田）

おり紙をつかって、ツムツムを作ろう！

３月１６日（土） 午後１時３０分～

能美図書館 ２階研修室

対象：小学生 ☆ 定員１０名

参加費：無料

予告

４月６日（土）

１３：３０～１５：００

お花見茶会

能美図書館 ２階ベランダ

桜の花をめでながら、一服いかがですか。

お誘いあわせてお越しください。

－庭（ガーデン）づくりー

『決定版自分でできる！レンガワーク』 『緑のある庭づくり』

『小さな庭と寄せ植えＢＯＯＫ』 『花づくり＆ガーデニング百科』

『手作りエクステリア百科』 『ＤＩＹペイビングで楽しむパティオ＆テラス』

『庭作りを存分に楽しむ！』

『今日からはじめる小さな庭づくり』 雑誌『園芸ガイド』や『ドゥーパ』など… 他

『こだわりガーデニング12ヶ月』

『12ヶ月の寄せ植えレシピ』

『金井良一の手作りガーデン＆グッズ実例２０４』

『決定版最新ウッドデッキ実例集』

『基本庭づくり成功実例アイデア500』

『女性のための庭づくりの教科書』

『まるごとわかる！庭づくりＤＩＹの基本』

季節絵本コーナー

「入学・進級のえほん♪」

『いけいけ！しょうがくいちねんせい』

中川 ひろたか/ぶん

『わたし、もうすぐ２ねんせい！』

くすのき しげのり/作

『いちねんせいのがっこうたんけん』

おか しゅうぞう/さく

『ぼくは一ねんせいだぞ！』

福田 岩緒/作

『カイくんのランドセル』

おか しゅうぞう/さく

『ようちえんいやや』

長谷川 義史/作・絵 他

そのほかにも、春を迎える季節絵本を

展示します。親子で読んでね。

３月のふれあい広場 ４月のふれあい広場

◇ 今月の作家 「重松 清」

１９６３年岡山県生まれ。出版社勤務を経て、執筆

活動に入る。９１年『ビフォア・ラン』でデビュー。９９年

『ナイフ』で坪田譲治文学賞、『エイジ』で山本周五郎

賞、２００１年『ビタミンＦ』で直木賞、１０年『十字架』で、

吉川英治文学賞を受賞。現代の家族を描くことを大き

なテーマとし、話題作を次々に発表している。

『赤ヘル１９７５』 『卒業』

『あすなろ三拍子』 『定年ゴジラ』

『送り火』 『とんび』

『おとうさんエラい！』 『ブランケット・キャッツ』

『かあちゃん』 『娘に語るお父さんの歴史』

『希望の地図』 『流星ワゴン』

『きみの友だち』 他


