
　【新聞】

　　中国新聞、朝日新聞、毎日新聞　（１年間保存）

　　日本経済新聞、デイリースポーツ　（１カ月保存）

　【雑誌】

　　・ＳＴＯＲＹ 　　・ＮＨＫ趣味の園芸やさいの時間

　　・オレンジページ 　　・ＮＨＫすてきにハンドメイド

　　・旅行読売 　　・ＮＨＫきょうの料理

　　・月刊クーヨン 　　・ドゥーパ

　　・ＭＯＥ 　　・Ｍｒ．ＰＣ

　　・日経トレンディ 　　・歴史街道

　　・ダ・ヴィンチ 　　・ディスカバージャパン

人気者。 　　・ＬＥＥ 　　・からだにいいこと

サッカーが得意。 　　・サライ 　　・ＧＯＥＴＨＥ（ゲーテ）

　　・クロワッサン 　　・フィガロジャポン

　　・ＢＥ－ＰＡＬ 　　・清流

　　・文藝春秋 　　・創生

　　・園芸ガイド 　　・ちゃぐりん

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/
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新型コロナウィルスの影響で、多くの人が、家の中ですごす時間が増えたのではないでしょうか。まだまだ予断

を許さない状況ですが、家時間を少しでも楽しく過ごせるように、ぜひ図書館をご利用ください。

『いえのなかといえのそとで』

レウィン・ファム/さく 横山和江/やく 廣済堂あかつき/出版

信じられないことが起こった。外にいた人たちが、みんな家の中に入ってしまった。

その時世界はどんなふうになった? 人々はどのように変わった? 私たちに起こった

変化を温かく見つめ、希望を描いた絵本。ワイドページあり。

子どもだけでなく、大人もじっくり読んでほしい絵本です。

今月の展示テーマ

「身近なもので、あそべるおもちゃを作ろう！」

５月５日はこどもの日。子どもはもちろん、かつては子ども

だった大人たちも一緒に、おもちゃを作ってあそびませんか。

『ビリビリ！チョキチョキ！大へんしん！切り紙あそび』１～５

『藤田浩子の新聞紙・牛乳パック・おりがみでおはなし』

『新聞・雑誌をリサイクル古紙クラフトのかご・小もの』

『だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本』

『しんぶんしあそび』

ほか

今月の作家は 「アストリッド・リンドグレーン」

1907～2002年。スウェーデンの小さな農場で4人兄弟の長

女として生まれ、幼い頃から大自然とともに幸福な子ども時

代を過ごす。児童書の編集者として働きながら多くの作品を

発表。1945年、娘のために話して聞かせていたという『長くつ

下のピッピ』を執筆、以降『やかまし村の子どもたち』『名探偵

カッレくん』のシリーズなど、彼女が生み出した世界中で愛さ

れている物語は130作品以上にのぼり、「こどもの本の女王」

と呼ばれる。

『たまごのはなし』

しおたに まみこ/作

ブロンズ新社/出版

ある日、目を覚ましたキッチンの

たまご。はじめて歩いて話しはじめた。

マシュマロを起こしていっしょに探検

に出かけ、いろんなものと出会い考えた。楽しい

絵とエッセイのような文章で、読むほどに引き込ま

れてしまう本です。 （担当：関本）

【カンガルーくらぶ】 １日（土） 午前１０時３０分～

１階絵本コーナーでの絵本のよみきかせ

【絵本の会】

① 今月はお休みです。

② １８日（火） 午前１０時～１2時 「語りを学ぶ」

【ふれあい広場】 ５日（祝） 午前１０時３０分～、午後1時３０分～

子どもの日スペシャル「新聞紙であそべるおもちゃを作ろう！」

【アート】 １０日（月） 午前１０時～１２時

あそびアート ｄｅ いのちのッスン

【ＮＬＳ】 １５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】

５月１９日（水）

※５日は、祝日のためお休みします。

スポーツ万能で人気者。

サッカーが得意な

でこぽんくんだよ！

ふれあい広場 今月の展示

４月のふれあい広場では、能美図書館の２階ベ

ランダで、桜の花を眺めながらのおはなし会を行

いました。当日は少し曇ってはいたものの、汗ばむ

ほどの陽気で、桜はまさに満開！特等席でのお

はなし会となりました。

『はなさかじいさん』など

の季節の絵本やテントウ

ムシの写真紙芝居、小

道具を使った語りなど、

楽しいひとときを過ごしま

した。

新聞・雑誌のご案内

５月のふれあい広場では、恒例「こどもの日ス

ペシャル」で、新聞紙で遊べるおもちゃを作ります。

親子でぜひどうぞ！

①１０：３０～ ②１３：３０～

各８名です。お申込みください。

ホームページの便利ワザ！

江田島市立図書館のホームページから、

「Ｍｙ本棚」がご利用いただけます。

江田島市立図書館ホームページの、「利用

照会」を開くと、「読みたい本」「読んだ本」「借り

た本」のリストを作成することができます。

時々、「前に借りた本の作者は誰だったか」と

いったお問い合わせがありますが、残念ながら

図書館のシステムでは履歴が残りません。

「借りた本」のリスト作成を設定していただくと、

ご自分で照会することができ、大変便利です。

他にも、新着資料のチェックやＷＥＢ予約など、

ホームページの便利ワザをぜひご活用ください。

図書館員のいちおし

雑誌は、１枚のカードで２冊まで借りることが出来ます。た

だし、最新号は館内閲覧のみとなります。ご了承ください。

新聞も、館内閲覧のみです。当月以前の新聞は書庫に

保管していますので、ご入用の際はカウンターでお申し出くだ



４月に新しく入った本

一般書 科学 2030年 ピーター・ディアマンディス/著 ニューズピックス

白鳥とコウモリ 東野　圭吾/著 幻冬舎 料理 農家直伝たくさんとれた野菜の保存と料理 池上　正子/著 永岡書店

花下に舞う　（「弥勒」シリーズ　１０） あさの　あつこ/著 光文社 産業 地域の未来を変える空き家活用 ナカニシヤ出版

ドキュメント 湊　かなえ/著 KADOKAWA 鳥獣戯画決定版 増記　隆介/監修 平凡社

魂手形　（三島屋変調百物語　７） 宮部　みゆき/著 KADOKAWA 思い出のスケッチブック E．H．シェパード/著 国書刊行会

新謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉/著 小学館 音楽 西洋音楽の正体 伊藤　友計/著 講談社

日華ミステリーアンソロジー 島田　荘司/選 講談社 趣味 おそとで楽しむ遊びのワンダーランド 木村　研/著 いかだ社

春の雪　（北の御番所反骨日録　１） 芝村　凉也/著 双葉社 将棋 阿川佐和子のこの棋士に会いたい 阿川　佐和子/著 文藝春秋

色なき風　（藍染袴お匙帖　１３） 藤原　緋沙子/著 双葉社 川柳 シルバー川柳　（明日があるさ編） みやぎシルバーネット/編 河出書房新社

武士の流儀　４・５　（※　5/1入荷待ち） 稲葉　稔/著 文藝春秋 小福ときどき災難 群　ようこ/著 集英社

初詣で　（照降町四季　1） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 大人の流儀　１０ 伊集院　静/著 講談社

雪見酒　（居酒屋お夏 春夏秋冬　2） 岡本　さとる/著 幻冬舎 Go　Toマリコ 林　真理子/著 文藝春秋

無暁の鈴 西條　奈加/著 光文社

北町奉行所前腰掛け茶屋 吉田　雄亮/著 実業之日本社 児童書

雷神　（草同心江戸鏡　3）　（※　5/1入荷待ち） 吉田　雄亮/著 実業之日本社 社会を変えた50人の女性アーティストたち レイチェル・イグノトフスキー/著 創元社

出女の影　（おれは一万石　１６） 千野　隆司/著 双葉社 ニュース探偵コナン 3 青山　剛昌/原作 小学館

祇園会　（新・吉原裏同心抄　４） 佐伯　泰英/著 光文社 つくしちゃんとおねえちゃん いとう　みく/作 福音館書店

京都寺町三条のホームズ　１６ 望月　麻衣/著 双葉社 りんごの木を植えて 大谷　美和子/作 ポプラ社

無惨なり　（日暮左近事件帖　１０） 藤井　邦夫/著 光文社 岩崎書店

眠れない凶四郎　５ 風野　真知雄/著 文藝春秋 都会（まち）のトム＆ソーヤ　１７ はやみね　かおる/著 講談社

親子の絆に恋賭けて　（親子十手捕物帳　６） 小杉　健治/著 角川春樹事務所 ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤　ノリコ/著 白泉社

御蔵入改事件帳　２，３ 早見　俊/著 中央公論新社 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１１～２０ ポプラ社

神様の御用人　１０ 浅葉　なつ/著 KADOKAWA 富士山のまりも 亀田　良成/文 福音館書店

茨の墓標　（警視庁文書捜査官） 麻見　和史/著 KADOKAWA あおぞらこども食堂はじまります！ いとう　みく/作 ポプラ社

メゾン・ド・ポリス　６ 加藤　実秋/著 KADOKAWA 名探偵カッレ　危険な夏の島 アストリッド・リンドグレーン/作 岩波書店

再興への道　（身代わり若殿葉月定光　７） 佐々木　裕一/著 KADOKAWA 名探偵カッレ　地主館の罠 アストリッド・リンドグレーン/作 岩波書店

穴屋佐平次難題始末　１～３ 風野　真知雄/著 徳間書店 名探偵カッレ　城跡の謎 アストリッド・リンドグレーン/作 岩波書店

新・剣客太平記　１～１０ 岡本　さとる/著 角川春樹事務所 みゆは落とし物名たんてい！ 花田　しゅー子/作 刈谷市

編集 伝わるデザインの基本 高橋　佑磨/著 技術評論社 ともだちいっしゅうかん 内田　麟太郎/作 偕成社

伝記 推古天皇 義江　明子/著 ミネルヴァ書房 あきらがあけてあげるから ヨシタケ　シンスケ/作・絵 PHP研究所

旅行 ほんとうに気持ちいいキャンプ場100 BE-PAL編集部/著 小学館 ものおもう 新井　洋行/作 アルファポリス

実力も運のうち マイケル・サンデル/著 早川書房 はろるどのたからさがし クロケット・ジョンソン/原作 出版ワークス

コロナ禍、貧困の記録 雨宮　処凛/著 かもがわ出版 クロのあたらしいうち 徳間書店

Q＆A労働者視点でめざす同一労働同一賃金 中島　光孝/著 日本加除出版 ありがとうアマノジャくん 桜井　英子/文・絵 文芸社

日本で働く　外国人労働者の視点から 伊藤　泰郎/編著 松籟社 ねずみくんのピッピッピクニック なかえ　よしを/作 ポプラ社

保育 かわいい！たのしい！まるっとシアターあそびBOOK 井上　明美/編著 自由現代社 まよなかのトイレ まるやま　あやこ/さく 福音館書店

老いの福袋 樋口　恵子著 中央公論新社 よろこびの森 pigta/著 みらいパブリッシング

レクリエ　２０２１－５・６月 世界文化ライフケア いえのなかといえのそとで レウィン・ファム/さく 廣済堂あかつき

誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち 岡部　聡/著 文藝春秋 しげちゃんのはつこい 室井　滋/作 金の星社

迷走生活の方法 福岡　伸一/著 文藝春秋 グーチョキパーのうた 趙　博/文 解放出版社

実践！介護フットケア 西田　壽代/監修 講談社 ちいさなこえがみらいをかえる！ アンドレア・ベイティー/作 絵本塾出版

養老先生、病院へ行く 養老　猛司/著 エクスナレッジ でんしゃとしょかん 深山　さくら/文 文研出版

いんしゅう鹿野まちづくり協議会/編

カバヤ食品株式会社/原案・監修

医学

芸術

エッセイ

よみもの

絵本

小説

小説
（文庫）

社会

福祉

エマ・チチェスター・クラーク/作・絵

自然科学

ほねほねザウルス　２４　マヨイの森のステゴサウルス　


