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202１年 第6３回こどもの読書週間 （4/23～5/12）

「いっしょに よもう、いっぱい よもう」

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。

幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを正しく判断する力

をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか……。子どもに読書を勧める

だけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、それが「こどもの読書週

間」です。

■ 絵本の会 （主によみきかせをする人の勉強会）

① 第１火曜日 １０：００～１２：００

毎月テーマを決めて絵本を持ち寄り、絵本についての

知識を広げます。

② 第３火曜日 １０：００～１２：００

言語造形を通して“語り”について学びます。

■ おはなし会「カンガルーくらぶ」
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

子さんから小学生まで、お誘いあわせておいでください。

■ アート
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。

■ ＮＬＳ（のうみライブラリーシンフォニー）
第３土曜日 １４：００～１６：００

“ライアー”という楽器を中心に、図書館イベントなどで

演奏するボランティアです。楽器初心者でも大歓迎です。

今月の展示テーマ 「庭づくり」

植物が身近にあると、きっと心に潤いを与えてくれます。本

格的なガーデニングでも、玄関先の小さなスペースでも、庭

作りを始めませんか。

『DIYの手作りガーデンBOOK』 （ブティック社）

『緑の家』 （エクスナレッジ）

『ナチュラルガーデニング』 （学研プラス）

『草花で素敵に彩る小さな庭のつくり方』 （永岡書店）

『はじめてでも失敗しない手作りガーデンの基本１００』

（主婦の友社） ほか

今月の作家は 「吉沢久子」

１９１８年東京都生まれ。文芸評論家の古谷綱武氏と結

婚後、生活評論家として生活者の目で、暮らしの知恵や技

を提案し、問題点を考え、発信し続けてきた。夫と死別後、６

５歳からひとり暮らし。

年を重ねてなお、心豊かに暮らす様子をつづったエッセイ

など著書多数。２０１９年３月没。享年１０１歳。

『吉沢久子すっきり生きる言葉』 （主婦の友社）

『楽しく百歳、元気のコツ』 （新日本出版社）

『ほんとうの贅沢』 （あさ出版） ほか

『もういいかい』

中野 真典/作

ＢＬ出版/出版

ちいさな女の子がふたり、

神社の境内でかくれんぼ。

「もう、いいかい?」「まぁだだよー」…。あたたかな

春のひざしのなかで、軽やかに動く子どもの心を、

味わい深いタッチで描く絵本。

突然の美しい桜の登場に圧倒される、そんな桜

の絵本です。 （担当：高森）

【絵本の会】

① ６日（火） 午前１０時～１２時 「人生に１冊の絵本」

②２０日（火） 午前１０時～１2時 「語りを学ぶ」

【アート】 １２日（月） 午前１０時～１２時

あそびアート ｄｅ いのちのッスン

【ふれあい広場＆カンガルーくらぶ】 ３日（土） 午前１０時３０分～

「春のおはなし会」

２階のベランダで桜の花を眺めながら、おはなし会を行います。

※雨天の場合は２階研修室。

【ＮＬＳ】 １７日（土） 午後２時〜４時

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

■三高会館

１１時～１２時

■本庁１階ロビー

１４時～１５時

【今月のミニ図書館】

4月７日（水）・２１日（水）

※２１日は、三高会館のみです。

ふれあい広場 今月の展示

3月のふれあい広場では、つまみ細工でかざりを

作りました。細かい作業でしたが、集中して真剣に

作り、すてきな作品が２～３個作ることができまし

た！マグネットやブローチとしてぜひ使ってね。

年間の定例行事

４月のふれあい広場では、２階のベランダでの

「春のおはなし会」を行います。絵本といっしょに、

桜の花もお楽しみください。

（雨天の場合は２階研修室）

４月３日（土）１０時３０分～

お子さんだけでなく、ご家族の方やお友だちもご

いっしょにどうぞ。

お知らせ

江田島市立図書館において、対面朗読

サービスをはじめます。

対面朗読サービスとは視覚に障がいのある方

や、高齢で自分で本を読むことが難しくなった方

に、要望に応じて図書館にある本等を１対１でお

読みするサービスです。

実施場所は、原則として江田島図書館・能

美図書館内です。

利用時間は、図書館開館日の午前１０時３０

分～午後６時の間、２時間以内です。

日程調整等のため、ご連絡から対面朗読実

施まで日にちをいただきます。

お申込み、お問い合わせは、各図書館まで。

図書館員のいちおし



３月に新しく入った本

一般書 家庭でできるおいしい柑橘づくり12か月 三輪　正幸/著 家の光協会

代理母、はじめました 垣谷　美雨/著 中央公論新社 わかりやすい多肉植物の育て方 長田　研/監修 永岡書店

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木　紫乃/著 KADOKAWA あたしンちベスト　８　日常は面白い けら　えいこ/著 朝日新聞出版

いわいごと　（「まんまこと」シリーズ　8）畠中　恵/著 文藝春秋 あたしンちベスト　９　あの人に会いたい けら　えいこ/著 朝日新聞出版

冬の狩人 大沢　在昌/著 幻冬舎 あたしンちベスト　１０　最高の思い出 けら　えいこ/著 朝日新聞出版

和菓子迷宮をぐるぐると 太田　忠司/著 ポプラ社 紙バンドで楽しく作る暮らしの雑貨とかごバッグ ブティック社

ヴィンテージガール　仕立屋探偵桐ケ谷京介 川瀬　七緒/著 講談社 CALICOのインド手仕事布案内 小林　史恵/文 小学館

高瀬庄左衛門御留書 砂原　浩太朗/著 講談社 ないようである、かもしれない 星野　概念/著 ミシマ社

鬼人幻燈抄　６　明治編　夏宵蜃気楼 中西　モトオ/著 双葉社 これで暮らす 群　ようこ/著 KADOKAWA

うしろむき夕食店 冬森　灯/著 ポプラ社

任侠浴場 今野　敏/著 中央公論新社 児童書

新・入り婿侍商い帖　３　遠島の罠 千野　隆司/著 KADOKAWA 超高層ビルのサバイバル　２ 朝日新聞出版

最後の晩ごはん　１５　初恋と鮭の包み焼き 椹野　道流/著 KADOKAWA 原　ゆたか/原作 ポプラ社

ご隠居は福の神　５　狸穴の夢 井川　香四郎/著 二見書房 たまごのはなし しおたに　まみこ/作 ブロンズ新社

しぐれ迷い橋　（柳橋ものがたり　6） 森　真沙子/著 二見書房 ビクトル・ユゴー/作 学研プラス

桜木杏、俳句はじめてみました 堀本　裕樹/著 幻冬舎 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１　ライオン ポプラ社

質屋の娘　（駕籠屋春秋　新三と太十） 岡本　さとる/著 講談社 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　２　シマウマ ポプラ社

潜入味見方同心　３　（五右衛門の鍋） 風野　真知雄/著 講談社 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　３　ゾウ ポプラ社

四谷の弁慶　（公家武者信平ことはじめ　３）佐々木　裕一/著 講談社 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　４　チンパンジー ポプラ社

罰当り　（大江戸閻魔帳　５） 藤井　邦夫/著 講談社 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　５　キツネ ポプラ社

満月珈琲店の星詠み　２ 望月　麻衣/著 文藝春秋 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　６　リス ポプラ社

三つ巴　（新・酔いどれ小藤次　２０） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　７　カンガルー ポプラ社

大きな字でわかりやすいパソコン入門　 AYURA/著 技術評論社 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　８　パンダ ポプラ社

大きな字でわかりやすいワード＆エクセル AYURA/著 技術評論社 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　９　アザラシ ポプラ社

図書館 未来の図書館のために 前川　恒雄/著 夏葉社 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１０　ペンギン ポプラ社

宗教 御朱印でめぐる広島岡山の神社 地球の歩き方 はろるどのそらのたび 出版ワークス

伝記 王女物語 みすず書房 関　慎太郎/写真・文 岩崎書店

冷酷　座間9人殺害事件 小野　一光/著 幻冬舎 青木　由親/写真・文 岩崎書店

非正規公務員のリアル 上林　陽治/著 日本評論社 はなさかじいさん いもと　ようこ/文絵 金の星社

保健室から見える親が知らない子どもたち 桑原　朱美/著 青春出版社 うみがめのおじいさん いとう　ひろし/作 講談社

実践！0・1・2歳児わくわく手作りおもちゃ 西坂　小百合/監修 ナツメ社 うろおぼえ一家のおかいもの 出口　かずみ/作 理論社

こどもおうちあそび大全 横山　洋子/著 永岡書店 おすしやさんにいらっしゃい！ おかだ　だいすけ/文 岩崎書店

最新！初めての妊娠・出産新百科 杉本　充弘/総監修 水がすきじゃなかったアヒル 化学同人

趣味 DIYで作る猫との暮らし キャンプ

産業 廃炉　「敗北の現場」で働く誇り 稲泉　連/著 新潮社

私の家庭菓子 内田　真美/著 KTC中央出版 ＤＶＤ 『モリのいる場所』 　『ニューヨーク公共図書館』

このひと皿で五感がめざめる、パワースープ 坂田　阿希子/著

最新日本の農業図鑑 八木　宏典/監修 ナツメ社

農家が教える草刈り・草取りコツと裏ワザ 農文協/編 農山漁村文化協会

ポップコーン・ストーリー/文

かいけつゾロリのちょ～いたずらまちがいさがし

料理

農業

ベネッセコーポレーション

レ・ミゼラブル　（１０歳までに読みたい世界名作　２９）

クロケット・ジョンソン/作

絵本

文化学園文化出版局

『地球の歩き方』編集室/著

マリオン・クローフォード/著 うまれたよ！トカゲ

うまれたよ！ハンミョウ

視聴覚資料

スティーブ・スモール/絵と文

小説

小説
（文庫）

パソコン

社会

育児

園芸

まんが

工作

エッセイ

よみもの

世界最大級の<知の殿堂>ニューヨーク公共図書館

は、世界中の図書館員の憧れであり、NY有数の観

光スポット。文学、芸術などの分野で多くの人材

を育て、NY市民の生活に密着した図書館の活動は、

我々の固定観念を打ち壊す。

昭和49年の東京。30年間自宅のちっちゃな

庭を探検し、草花や生き物たちを飽きもせ

ずに観察し、時に絵に描く画家モリ(94歳)

と、その妻秀子(76歳)。そんなふたりの生

活にマンション建設の危機が忍び寄る。


