
分類

歴史

旅行

自然科学

収納が、ない！ おさめ　ますよ/著

料理 １分で決まる！志麻さんの献立の作り方

産業 林田　雅夫/著

芸能

言語

文学

エッセイ

手記

えほん

よみもの

小説
（文庫）

小説

社会

生活

医学

帰還

サバティカル

運転者

呪護

心霊探偵八雲　１１　魂の代償

マーダーハウス

崩壊の森

撫子が斬る　（上・下）　

評定所留役秘録　２　掌中の珠

大江戸監察医

寝所の刃光　（身代わり若殿葉月定光　３）

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　１０

平成本

四国　´２０

家族終了

超孤独死社会

退職・転職成功マニュアル

日本の地震地図

頑張りすぎるあなたのための会社を休む練習

最新医療事務のすべてがわかる本　２０１９

一生歩ける１日１回５秒ストレッチ

こだわりパターンで作る毎日着られる大人服

知らなきゃ損する農家の年金・保険・退職金

樹木希林さんからの手紙

平成新語　出どこはどこ？

全国作家記念館ガイド

白秋期

キラッキラの君になるために

きみにもできる！恐竜おり紙

かみさまにあいたい

ぴのらぼおいしい虫さんたち

鹿の王　水底の橋

人間の役に立っているありがた～い生き物たち

日本の恐竜大研究

お肉のひみつ

チョコレートのひみつ

まほうのさんぽみち

おたすけトミーでばんだよ！

心ってどこにあるのでしょう？

はりねずみのぼうけん

ぺんぎんのぴむとぽむ

いまのわたしにできること

堂場　瞬一/著

中村　航/著

喜多川　泰/著

今野　敏/著

神永　学/著

五十嵐　貴久/著

本城　雅人/著

宮部　みゆき/選

牧　秀彦/著

鈴木　英治/著

佐々木　裕一/著

望月　麻衣/著

昭文社/出版

昭文社/出版

酒井　順子/著

菅野　久美子/著

島田　弘樹/著

岡田　義光/著

志村　和久/著

志麻/著

主婦の友社/出版

中村　三郎/著

ディック・ブルーナ/ぶん

青地　記代子/監修

松井　薫/著

坂内　鏡子/著

小林　さやか/著

荒木　一成/監修

リサ・パップ/作

著作者書名

学研プラス/出版

ロビン・ショー/さく

いしい　ひろし/著

こんの　ひとみ/作

ディック・ブルーナ/ぶん

カルロ・ピノ/著

上橋　菜穂子/著

石田　秀輝/監修

冨田　幸光/監修

学研プラス/出版

作家記念館研究会/編

五木　寛之/著

当原　珠樹/作

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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○能美図書館○

読んでみて！

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。

今月の行事

■ ふれあい広場

５日（日・祝） １０：３０～１５：００

「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（日）１０：３０～

子どもの日のスペシャルヴァージョンです！

■ おはなしレストラン

① ７日（火） １３：３０～（変更しています）

「風を感じる絵本」「ブレインストーミング」

②２１日（火） １０：００～

「語りを学ぶ」

■ アート

１３日（月） １０：００～１２：００

「時を超えたあそびアート ＰａｒｔⅡ」

■ ＮＬＳ

１８日（土） １６：００～１８：００

七夕コンサートに向けて

■ 読書会

２１日（火） １３：３０～１５：００

童話『桃太郎』、芥川龍之介『桃太郎』

４月に新しく入った本

『キラッキラの君になるために』
小林 さやか/著

マガジンハウス/出版

大学受験、恋愛、就職、結

婚、離婚…。波瀾万丈の30

年を支えたのは、本気の頑張

りと母の愛だった-。ベストセ

ラーのモデル、ビリギャル本人

が、大学時代からこれまでの

ことを綴り、夢を叶えるための6

つの法則を伝える。

『学年ビリのギャルが１年で

偏差値を４０上げて慶應大学

に現役合格した話』坪田信

貴/著、『ダメ親と呼ばれても

学年ビリの３人の子を信じてど

ん底家族を再生させた母の

話』ああちゃん/著も、合わせ

て読んでみて！

『まほうのさんぽみち』

ロビン・ショー/さく

せな あいこ/やく

評論社/出版

パパとお散歩する道は不

思議がいっぱい。水たまりに

はワニ! 鉄道には恐竜! 大き

なおうちには眠り姫! でも、本

当のお楽しみは、その先に

あって…。本が大好きな女

の子とパパのお話。

恒例の、

お花見茶会が

開かれました。（４/６）

５／５（日・祝）は

開館します！



日本の恐竜大研究 冨田　幸光/監修

世界恐竜発見地図 ヒサ　クニヒコ/絵・文

クルマザウルスたんけんたい マイケル・ウェイト/作

ほろっと泣けるいきもの図鑑 今泉　忠明/監修

わけあって絶滅しました。 丸山　貴史/著

ともだちはすんごくすんごくおっきなきょうりゅうくん リチャード・バーン/作

きょうりゅうのおおきさってどのくらい？ 大島　英太郎/さく

とりになったきょうりゅうのはなし 大島　英太郎/さく

恐竜トリケラトプスとギガノトサウルス 黒川　みつひろ/作絵

筋肉からつくる！恐竜ねんど 荒木　一成/監修

きょうりゅうじゃないんだ 斉藤　洋/作

いま恐竜が生きていたら ドゥーガル・ディクソン/著

　　ほか

５月のふれあい広場は

こどもの日スペシャル！

令和元年５月５日（日･祝）
午前１０時３０分～午後３時

５月の

ミニ図書館

今月の運転手は

でこぽんくん

５月 １５日（水）

三高会館
１１時～１２時

恒例の「お花見茶会」開催（４/６）

図書館員のいちおし

今月の展示

きょうりゅうだぁ！

今月の作家

「瀬尾 まいこ」

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。

今年は冬が暖かかったので、桜が散ってしまっているのではと心配し

ていましたが、ちょうど満開の桜が見ごろをむかえ、絶好のお花見日和

となりました。

たくさんの方が家族やお友達と誘い合って来てくださり、間近で桜を眺

めたり、写真を撮ったり、おしゃべりしたりと、和やかなひとときを過ごしまし

た。

また、今年はボランティアの方々にお手伝いいただき、ご持参いただ

いた趣のあるお茶碗で、本格的なお抹茶を味わっていただくことができ

ました。

参加者からは「こんなにきれいな桜が図書館のベランダから見られる

なんて」「満開の桜を眺めながらおいしいお菓子とお抹茶をいただけて、

本当に幸せ」という声が聞かれました。

１９７４年、大阪府生れ。大谷女子大学国文科卒。2001年、『卵の緒』で坊っ

ちゃん文学賞大賞を受賞、05年『幸福な食卓』で吉川英治文学新人賞を受賞

する。他の作品に『図書館の神様』『優しい音楽』『温室デイズ』『あと少し、もう

少し』など多数。

手のひらに絵の具をつけて、画用紙にきょうりゅうのえを描く

よ！どんなきょうりゅうができるかな？

１０：３０～１５：００の間で、都合の良い時間においでください。

対象：小学生以下

（小さいお子さんは保護者同伴で）

今はもう会えない恐竜。何を食べていたの？どんな暮らしをしていた

の？どうして絶滅してしまったの？ みんなで恐竜はかせになろう！

『フェルトで作る

ディズニーつるし飾り

＆リース』

佐々木 公子/著

ブティック社

切りっぱなしっで、ほつれないフェルトを使って

簡単に季節のつるし飾りが作れます。

お部屋を季節ごとのつるし飾りやリースで

おしゃれに飾ってみませんか。

（担当：高森）

スポーツ万能で人気者。

サッカーが得意だよ！

♪ １０：３０～

おはなし会もあるよ♪

『世界恐竜発見地図』

ヒサクニヒコ/絵・文

岩崎書店

地球は恐竜だらけだった! ドイツで見つ

かったアーケオプテリクス(始祖鳥)、

サハリンの炭鉱から見つかったニッポ

ノサウルスなど、1020頭もの恐竜の化

石の産地を紹介。世界化石発掘物

語等も掲載。

５月１０日～１６日は 愛鳥週間です！

世界にはたくさんの種類の鳥がいますが、身近

に見られる鳥でも、大きさや色や鳴き声はもちろ

ん、飛び方やくちばしの形なども様々です。図書

館にも、いろんな鳥の本があるので、探してみてく

ださいね。

【児童書】

『鳥のくらし図鑑』 おおたぐろ まり/絵・文

『すばこ』 キム・ファン/文

『この羽だれの羽？』 おおたぐろ まり/作・絵

【一般書】

『日本の野鳥』 久保田 修/著

『ひと目でわかる野鳥』 中川 雄三/監修

『身近な鳥の図鑑』 平野 伸明/著

『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』

川上 和人/著

ほか

５月１２日（日）

は、母の日です。

絵本コーナーに、

おかあさんの絵本を展示します。

『ぶうぶうママ』 小路 智子･作

『かあさん、だいすき』 シャーロット・ゾロトウ/文

『天女かあさん』 ペク・ヒナ/作

『みてみておかあさん』 ＬＥＥ/文

『おかあさんだもの』 サトシン/作

ほか

また、子育て情報雑誌『ｋｏｄｏｍｏｅ（コドモエ）』や『月刊

クーヨン』もおすすめですよ。

ぜひ読んで！

『あなたのことがだいすき』

えがしら みちこ/文・絵

西原 理恵子/原案

ＫＡＤＯＫＡＷＡ/出版

迷ったり落ちこんだり、理想のママにはほど遠い自分。

だけど、だいすきな私のあかちゃん・・・。子育て中のマ

マに贈るメッセージ絵本。


