
冒険起業家ゾウのウンチが世界を変える。 植田　紘栄志/著

新章神様のカルテ 夏川　草介/著

かわたれどき（「まんまこと」シリーズ　7） 畠中　恵/著

ザ・ウォール 堂場　瞬一/著

横道世之介　続 吉田　修一/著

鼠草紙（新・酔いどれ小藤次　１３） 佐伯　泰英/著

居酒屋お夏　9　男の料理 岡本　さとる/著

密命同心轟三四郎　2　水底二千両 千野　隆司/著

乱雨の如く（疾風の義賊　3） 辻堂　魁/著

縁の川（風の市兵衛　2-24） 辻堂　魁/著

金貸し権兵衛 鳥羽　亮/著

隠居の初恋（新・知らぬが半兵衛手控帖　7） 藤井　邦夫/著

鉢植えの梅（絵草紙屋万葉堂　1） 篠　綾子/著

初春の雪（絵草紙屋万葉堂　2） 篠　綾子/著

昔勇者で今は骨　４　わたしからあなたへ 佐伯　庸介/著

入り婿侍商い帖　３　凶作年の騒乱 千野　隆司/著

老いの冒険 曽野　綾子/著

人生の後片づけ 曽野　綾子/著

違和感のススメ 松尾　貴史/著

伝記 美智子さま素敵なお言葉６１年の軌跡 山下　晋司/監修

政治のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰/著

会社のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰/著

６０歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる 奥野　文夫/著

疲労回復ストレッチ 小林　邦之/監修

「肺炎」に殺されない！３６の習慣 生島　壮一郎/著

自分が高齢になるということ 和田　秀樹/著

マンガでわかる！老いた親との上手な付き合い方 平松　類/著

手芸 モンテッソーリ子育てグッズ 藤原　愉美/著

料理 スグでき！太らない！夜遅おかず 枻出版社/出版

カメラ 色と構図で風景をアートに変える四季の風景写真術 インプレス/出版

そらいろ男爵 ジル・ボム/文

トカゲのともだち あさお　よう/作・絵

ルブナとこいし ウェンディ・メデュワ/文

ぬにゅ～ぽんぽん ちかつ　たけお/作

どうなってるの？どうぶつの歯 鈴木　勝/さく

ドームがたり アーサー・ビナード/作

イライラくんとこえだちゃん レモニー・スニケット/ぶん

ぼくらはなかよし、ラン、ラン、ラン！ ジェニ・デズモンド/作

まる 松田　奈那子/作・絵

ほねほねザウルス　20　いどめ!さいごのほねほね七ふしぎ ぐるーぷ・アンモナイツ/作・絵

夕焼け色のわすれもの たかの　けんいち/作

ハリー・ポッター裏話 Ｊ．Ｋ．ローリング/作

立花宗茂（コミック版日本の歴史　68） 加来　耕三/監修

都市（まち）のトム＆ソーヤ　16　スパイシティ はやみね　かおる/著

紙芝居 おだんごころころ　【大型】 坪田　譲治/脚本

医学

小説

小説（文庫）

エッセイ

社会

よみもの

絵本

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 ２日（火） 午前１０時～１１時３０分

②１６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）

６日（土） 午前１０時３０分～

★１階 絵本コーナー

○ ふれあい広場

６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

１６日（火） 午後１時３０分～３時

ＤＶＤ『ふしぎな岬の物語』鑑賞

原作：森沢明夫/『虹の岬の喫茶店』

○ ＮＬＳ（のうみライブラリー・シンフォニー）

２０日（土） 午後４時～６時

○ アート

８日（月） 午前１０時～１２時

★４月から，毎月第２月曜開催に変更に

なりました。

第１７４号 平成３１年４月１日

４月の行事予定

○能美図書館○

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（２４日）に変

更しています。

『冒険起業家

ゾウのウンチが

世界を変える。』
植田紘栄志/著

ミチコーポレーションぞう

さん出版事業部/出版

読んでみて！

たまたま出会った

スリランカ人に1万

円貸したら、内戦

国家を巻き込む大

騒動に!? スリランカ

にて、象の排泄物

の再生紙「ぞうさん

ペーパー」など多く

のビジネスを事業

化した著者が綴る、

実話をもとにした物

語。

『トカゲのともだち』

あさおよう/作・絵

フレーベル館/出版

能美図書館ｵﾘｼﾞﾅﾙキャラクター

図書館でまってるよ！

読書が趣味でひと

りの時間を過ごすの

が好きなトカゲ。ある

日、その静寂をやぶ

るように、訪問者が

あらわれ…。ユニー

クな表現とダイナミッ

クな構図で、主人

公であるトカゲの心

の変化をわかりやす

く描いた絵本。



　

４月の

ミニ図書館

４月 ３日（水）
１７日（水）

三高会館
１１時～１２時

ドは読書のド♪
ーこどもの読書週間ー 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火曜日 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２月曜日 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6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（日）

午前１０時30分～

テーマ

手のひらアート工作♪

手のひらにえのぐをつけて・・・。

今月の

展示

今月の展示は、

平成のベストセラー本
★ ミニ展示 ★

今月の運転手は

ワーサーくん♪

おり紙でツムツムをつくりました！

３月のふれあい広場では、おり紙を使ってミッキーマウスの

ツムツムを作りました。

おり紙でやっこさんを１０個作ってつなげます。

やっこさんを作るのは簡単だったけど、つなげるのがちょっと

難しかったようです。

苦労した分、みんなでき上がりに大満足でした。

手のひらサイズのかわいい立体おり紙なので、つみ上げて

遊べるよ。

ぜひ、作ってみてね。

ー参考図書ー

『ディズニーツムツム折り紙あそび』 754 イ

今月の作家は

「スズキ コージ」
１９４８年静岡県生まれ。

絵本や挿絵のほか、イラストレーターとして

ポスター・壁画・舞台美術などでも活躍。

絵本『あつさのせい？』ほか、多数。

『エンソくん きしゃにのる』で小学館絵画

賞、 『ブラッキンダー』で第１４回日本絵

本賞大賞を受賞。

『おがわのおとをきいていました』

『サルビルサ』 『ドームがたり』

『クリスマスプレゼントン』

『やまのかいしゃ』 ほか

図書館員のいちおし

『子どもと木であそぶ』

岩谷 美苗/著

東京書籍/出版

身近にある木を素材に、親子で楽しくあそべる

アイディアを、樹木医の著者が紹介。木の豆知

識も満載です。

街や山にあるたくさんの木の、様々な楽しみ方

を教えてくれる本です。

（担当：山佐）

シークワーサーのワ－サーくん。

こう見えても、情にあつく、涙もろ

い。弟は、シーくん。

『ＴＵＧＵＭＩ』 吉本 ばなな/著

『失楽園 上・下』 渡辺 淳一/著

『五体不満足』 乙武 洋匡/著

『ハリー・ポッター』シリーズ Ｊ．Ｋ．ローリング/著

『バカの壁』 養老 孟司/著

『国家の品格』 藤原 正彦/著

『女性の品格』 坂東 眞理子/著

『1Ｑ８４(1・2・3)』 村上 春樹/著

『謎解きはディナーのあとで（1・2)』 東川 篤哉/著

『聞く力』 阿川 佐和子/著

『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』 村上 春樹/著

『火花』 又吉 直樹/著

『天才』 石原 慎太郎/著

『九十歳。何がめでたい』 佐藤 愛子/著


