
家の光協会

『人も街も動かす！巻き込み力』 水野　孝一/著 KADOKAWA

『すごいぞ！はたらく知財』 内田　朋子/著 晶文社

『専門学へのいざない』 新里　卓/編著 成文堂

『逆ソクラテス』 伊坂　幸太郎/著 集英社

『ハナコの愛したふたつの国』 シンシア・カドハタ/作 小学館

『鐘を鳴らす子供たち』 古内　一絵/作 小峰書店

『未来の自分に出会える古書店』 齋藤　孝/著 文藝春秋

『泣いたあとは、新しい靴をはこう。』 日本ペンクラブ/編 ポプラ社

『１４歳の教室　どう読みどう生きるか』 若松　英輔/著 NHK出版

『ハリネズミは月を見上げる』 あさの　あつこ/著 新潮社

『赤毛証明』 光丘　真理/作 くもん出版

『１０代からの批判的思考』 名嶋　義直/編著 明石書店

『「さみしさ」の力』 榎本　博明/著 筑摩書房

『何のために本を読むのか』 齋藤　孝/著 青春出版社

『たちどまって考える』 ヤマザキ　マリ/著 中央公論新社

『空気を読む脳』 中野　信子/講談社 講談社

『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』 山極　寿一/著

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/

今月の運転手はグレートくんです♪

今月の行事予定

特別整理期間に伴い、

３月8日（月）～１0日（水）の期間

休館いたします。

この期間中、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、江田島図書館は開館していますの

で、ご利用ください。

図書館員のいちおし

『たまたま、図書館長。』

鳥越 美奈/著
郵研社/出版

著者の鳥越さんは、現在の三原市立図書館長。

図書館員専門職海外派遣助成事業で、ドイツの図書館現場を知るた

めに半年間ドイツに暮らした時の事や、ヨーロッパの図書館を紹介。また、

帰国してからの図書館司書としての働きについても綴っている。

読みやすく、おもしろく、図書館の未来に希望を感じられる本です。

（担当：脇田）

8日(月)～10日(水)は、

年度末整理のため

休館します。

「若い人に贈る読書のすすめ」
成人・卒業など新たな人生の一歩を踏み出す若い人にぜひ読んでもらいたい本。

読書には即効性はありませんが、あとで必ず生きる知恵として自分を助けてくれます。

■今月の作家■

柳 美里 (ゆう・みり)

１９６８年神奈川県生まれ。

在日韓国人２世。高校中

退後、東由多加が主催す

る東京キッドブラザーズの

女優を経て劇団を結成する

かたわらで小説も手がけ、

平成９年『家族シネマ』で

芥川賞を受賞。また、米国

で最も権威のある文学賞の

一つ、全米図書賞、翻訳

文学部門に『JR上野駅公

園口』が選ばれた。

そのほか、『黒』『雨と夢の

あとに』『８月の果て』『魂』

『命』『女学生』など多数。

雑誌の入荷停止について
諸事情により、一部の雑誌の購

入を停止します。

【購入停止】

『ｋｏｄｏｍｏｅ』

『ｎｏｎ・ｎｏ』

『ＮＨＫきょうの健康』

『婦人公論』

※婦人公論は江田島図書館で

引き続き購入しますので、ご希望

の方は予約してください。

○絵本の会

① ２日（火） 午前１０時～１２時

「今年度のBEST１」

②１６日（火） 午前１０時～１2時

「語りを学ぶ」

○カンガルーくらぶ

６日（土） 午前１０時３０分～

○アート

１５日（月） 午前１０時～１２時

あそびアート ｄｅ いのちのッスン

〇ふれあい広場

1３日（土） 午後１時３０分～２時３０分

「つまみ細工でかざりをつくろう！」

対象：小学生以下６名

※小さいお子さんは保護者同伴

（予約が必要です）

マグネットやクリップに、つまみ細工のお花を

つけて、オリジナルのかざりをつくります。

●ＮＬＳはお休みです。

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

〇能美図書館〇

個人貸出 図書６冊、雑誌２冊
ＣＤ・ＤＶＤ（合わせて２点）

貸出期間 １５日間

３日（水）・１７日（水）

■三高会館

１１時～１２時

■本庁１階ロビー

１４時～１５時

ミニ図書館

図書館の行事

今月の展示

２月のふれあい広場では、フェルトを使って、うさぎの

ひな人形を作りました。

手慣れた方、リハビリ目的の方、手芸に目覚めた方

など、いろいろな方の参加で、皆さんそれぞれ集中し

て、おひな様づくりに没頭されていました。

時間の配分がうまくいかず、なかなか思い通りに作

業をすすめることができませんでしたが、一体ずつは作

り上げることが出来ました。

見本用に作った作品を館内に飾っていますので、ぜ

ひご覧ください。

３月のふれあい広場では、お子さん向けの工作をし

ます。お楽しみに！



一般書 暮らしが整う家づくり 山内　彩子/著 大和書房

書店員と二つの罪 碧野　圭/著 PHP研究所 揺れ動く今みつけたいわたしの真ん中 Emi/著 大和書房

飛石を渡れば 一色　さゆり/著 淡交社 手芸 COTTON　FRIEND　Kids！for　schoolハンドメイドでそろえる通園・通学グッズ ブティック社

地面師たち 新庄　耕/著 集英社 産業 いつも鏡を見てる 矢貫　隆/著 集英社

組曲わすれこうじ 黒田　夏子/著 新潮社 スナックキズツキ 益田　ミリ/著 マガジンハウス

はじまりの24時間書店 ロビン・スローン/著 東京創元社 あたしンちベスト　６　伝説の母 けら　えいこ/著 朝日新聞出版

ワンダフル・ライフ 丸山　正樹/著 光文社 あたしンちベスト　７　ごはんですよー けら　えいこ/著 朝日新聞出版

青春とは、 姫野　カオルコ/著 文藝春秋 写真集 浅田撮影局 浅田　政志/著 赤々舎

おたがいさま（れんげ荘物語　5） 群　ようこ/著 角川春樹事務所 工作 0からはじめるやさしい手縫いの革小物 松崎　雅子/著 日本ヴォーグ社

灯台からの響き 宮本　輝/著 集英社 音楽 ダーリンの進化論 高嶋　ちさ子/著 小学館

勘定侍柳生真剣勝負　３　画策 上田　秀人/著 小学館 芸術 毎日が楽しくなる素敵な色づかい 横田　真由子/著

立つ鳥の舞　（くらまし屋稼業　７） 今村　翔吾/著 角川春樹事務所 古典 野の古典 安田　登/著 紀伊國屋書店

一周忌　（新・知らぬが半兵衛手控帖　１２） 藤井　邦夫/著 双葉社 エッセイ はみだしルンルン 鹿子　裕文/著 東京新聞

青葉雨　（秘め事おたつ　３） 藤原　緋沙子/著 幻冬舎

魔性の牙　（八丁堀つむじ風　１１） 和久田　正明/著 光文社 児童書

レンブラントをとり返せ ジェフリー・アーチャー/著 新潮社 学校、行かなきゃいけないの？ 雨宮　処凛/著 河出書房新社

剣鬼斬り　（新・流想十郎蝴蝶剣） 鳥羽　亮/著 KADOKAWA 不安でおちつかないとき オナー・ヘッド/文 岩崎書店

裏切り　（江戸の御庭番　７） 藤井　邦夫/著 KADOKAWA こどものための防災教室　防災グッズがわかる本 今泉　マユ子/著 理論社

駕籠屋春秋　新三と太十 岡本　さとる/著 講談社 わたしのあのこあのこのわたし 岩瀬　成子/著 PHP研究所

情報 LINE／Facebook／Twitter／Instagramの「わからない！」をぜんぶ解決する本 宝島社 IQ探偵ムー　ミステリーハウスからの挑戦状 深沢　美潮作 ポプラ社

読書 図書館の外は嵐 穂村　弘/著 文藝春秋 自由帳みせて！ すずき　こうせい/文・イラスト 福音館書店

城郭考古学の冒険 千田　嘉博/著 幻冬舎 もしかして… クリス・ホートン/作 ＢＬ出版

江戸移住のすすめ 冨岡　一成/著 旬報社 めぐりめぐる ジーニー・ベイカー/作 ポリフォニープレス

伝記 許永中独占インタビュー「血と闇と私」 許　永中/著 青志社 会いたくて会いたくて 室井　滋/作 小学館

旅行 京都’２２　（まっぷるマガジン） 昭文社 このまちのどこかに シドニー・スミス/さく 評論社

何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ/著 朝日新聞出版 うまれたよ！ヘビ 関　慎太郎/写真・文 岩崎書店

民法がわかった 田中　嗣久/著 法学書院 うまれたよ！ヒラメ 櫻井　季己/写真・文 岩崎書店

在宅ひとり死のススメ 上野　千鶴子/著 文藝春秋 うまれたよ！ベニシジミ 新開　孝/写真・文 岩崎書店

きらめく拍手の音　 イギル　ボラ/著 リトルモア うまれたよ！フグ 松沢　陽士/写真・文 岩崎書店

レクリエ　2021-3・4月 世界文化ライフケア うまれたよ！シデムシ 安田　守/写真・文 岩崎書店

実用 お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで 主婦の友社/編 主婦の友社 はろるどのサーカス クロケット・ジョンソン/作 出版ワークス

教育 いしばし　なおこ/著 まちがいなんてないよ コリーナ・ルウケン/絵と文 新評論

まるごとお灸百科 岡田　明三/企画・編集・著 医道の日本社 しあわせなふくろう ホイテーマ/ぶん 福音館書店

医師が死を語るとき ヘンリー・マーシュ/著 みすず書房 あっぷっぷのぷ～　 あいはら　ひろゆき/さく サニーサイド

美人をつくる！毎日の「こうじ水」 野崎　ゆみこ/著 光文社 クッキー！ かわい　みゆき/作・絵 ニコモ

建築 建築家安藤忠雄 安藤忠雄/著 新潮社 おっこちてきた サイモン・プトック/文 光村教育図書

もっと！魔法のてぬきおやつ てぬキッチン/著 ワニブックス おそうじロボットのキュキュ こもり　まこと/作 偕成社

いつか中華屋でチャーハンを 増田　薫/著 スタンド・ブックス いぬのせんせい ジェーン・グドール/作 グランまま社

ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り 真藤　舞衣子/著 立東舎 マスクをとったら いりやま　さとし/作 講談社

冷めてもおいしい和のおかず 大原　千鶴/著 家の光協会 アンパンマンとちくりん やなせ　たかし/作・絵 フレーベル館

小説

料理

生活

まんが

よみもの

絵本

小説
（文庫）

医学

クロスメディア・パブリッシング

歴史

社会

福祉

遊べる！飾れる！超かわいい！季節の折り紙アイデアブック 世界文化ワンダークリエイト

２月にあたらしく入った本


