
『ＨＳＰとひきこもり』　高田　明和/著　廣済堂出版

『産婦自殺・母子心中をなくすための対応ガイド』

立花　良之/著　医歯薬出版

『不安でおちつかないとき』　オナー・ヘッド/文　岩崎書店

『頑張りすぎるあなたのための会社を休む練習』　

志村　和久/著　イースト・プレス

『結局、怒らない人が長生きする』　保坂　隆/著　朝日新聞出版

『わたしの主人公はわたし』　細川　貂々/著　平凡社

　ほか

『遠慮深いうたた寝』　（914）　河出書房新社

『ゴリラの森、言葉の海』　（489）　山極 寿一/共著　新潮社

『不時着する流星たち』　（Ｆ）　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

『琥珀のまたたき』　（Ｆ）　講談社

『ＮＨＫ国際放送が選んだ日本の名作』　（ＢＦ）　双葉社　

『心と響き合う読書案内』　（904）　ＰＨＰ研究所

　ほか

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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のうみ図書館

だより

『ガラスの魚』

山下 明生/著 宇野 亜喜良/絵

理論社/出版

日本が戦に負けて７〜８年がたち、大人たちの生活に少しずつ余裕がでてきたころ。瀬戸内の島の新制中学に通

うアキラは、夏休み最終日の朝、校門の前の橋の下で謎の死体を見つけた……事故か事件か？

『海のコウモリ』（1987年刊）『カモメの家』（1991年刊）に続く、“島の三部作”の三作目です。島の情景が目の前に

浮かび上がり、ワクワクと郷愁を同時に感じられる、すばらしい作品です。三作あわせてぜひ読んでみてください。

（担当：脇田）

29日（火）は、月末整理

のため休館します。

■しんどい時のヒントになる本■
毎年３月は、自殺予防強化月間です。

長引く新型コロナウイルスへの不安だけでなく、友

だちのこと、家族のこと、将来のことなど、私たちの

周りにはたくさんの悩みがあります。そんな時に、ぜ

ひ図書館もご活用ください。心が少し軽くなるような

本を集めています。

■今月の作家■

小川 洋子(おがわ ようこ)

岡山県生まれ。早稲田大学文学部卒。1991年

『妊娠カレンダー』で芥川賞、2004年『博士の愛し

た数式』で読売文学賞、本屋大賞、同年『ブラフ

マンの埋葬』で泉鏡花賞、2006年『ミーナの行進』

で谷崎潤一郎賞、2013年『ことり』で芸術選奨文

部科学大臣賞を受賞。2020年、『密やかな結晶』

の英語訳が日本人作品で初めてブッカー国際賞

の候補になる。他にも著書多数。

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

ふれあい広場

今月の展示

【今月のミニ図書館】

３月 ２日（水）

１６日（水）

グレートくんです！

グレープフルーツの

グレートくん。どんな事に

もチャレンジする熱い性格。

三高会館

１１時～１２時

本庁１階ロビー
１４時～１５時

3月の行事予定

◆ 絵本の会

①１日（火） １０：００～

「光を感じる絵本」

②１５日（火） １０：００～

「語りを学ぶ」

◆ カンガルーくらぶ

５日（土） １０：３０～

１階絵本コーナーでのおはなし会

◆ ふれあい広場

１２日（土） １０：００～

「ふるさとの民話」の紙芝居を上演

対象：どなたでも （１０名程度）

※人数に制限がありますので、予約してください。

◆ アート

１４日（月） １０：００～

「あそびアート ｄｅ 差別って何だろう」

◆ ＮＬＳ

１９日（土） １６：００～

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、

予定が変更する場合があります。

まん延防止等重点措置の適用に伴う新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、江田島図書館・能

美図書館ともに長期休館させていただきました。利用

者の皆さまには、大変ご不便をおかけしました。

なお、例年３月に行っている年度末整理を、休館中

に行いました。不明となっている資料がないか、きちん

と決められた保管場所に収まっているかなどを確認し、

きつくなっている棚からは、古い情報の本や貸出しの

少ない本を書庫におさめるなどの作業もあわせて行っ

ていました。なお、書庫に入っている本を借りたい場合

は、お気軽にカウンターでお声かけ下さい。

３月１２日（土）

午前１０時～

能美図書館 ２階研修室

対象：どなたでも

（１０名程度・予約必要）

紙芝居『ふるさとの民話』

古くからこの地域に語り継がれてきたむかし話を集め

た『ふるさとの民話 江田島・能美島』。このたび、その

中のいくつかのお話を、より身近に子どもたちに伝えら

れるよう、島の住民が絵や紙芝居にしてくださいました。

「大黒神島を深江村と取り合った話」を紙芝居で、そ

して「古鷹山のいわれ」「ナゴウマのタコを退治した話」

は、ダイナミックな絵とともにお楽しみください。

図書館員のいちおし



一般書

奔流の海 伊岡　瞬/著 文藝春秋 手芸 手作りしたい和布のアクセサリー ブティック社

五つの季節に探偵は 逸木　裕/著 KADOKAWA 野菜がおいしい！MOMOEのお弁当 MOMOE/著 学研プラス

朱より赤く 窪　美澄/著 小学館 ペク先生のやみつき韓国ごはん

オーギー・レンのクリスマス・ストーリー ポール・オースター/著 　　　作り置き万能しょうゆで手軽に本格レシピ

探花（隠蔽捜査　9） 今野　敏/著 新潮社 ペク先生のやみつき韓国ごはん

黄金旅程 馳　星周/著 集英社 　　　万能味噌・オイル・カルビソースでもっと絶品レシピ

鑑定人　氏家京太郎 中山　七里/著 双葉社 育児 いつか家族でやりたい99の楽しいことリスト むぴー/著 CCCメディアハウス

桜風堂夢ものがたり 村山　早紀/著 PHP研究所 ペット 人、イヌと暮らす 長谷川　眞理子/著 世界思想社

真・慶安太平記 真保　裕一/著 講談社 芸術 フェルメールとそのライバルたち 小林　頼子/著 KADOKAWA

おネコさま御一行（れんげ荘物語　6） 群　ようこ/著 角川春樹事務所 マンガ ONE　PIECE　巻101 尾田　栄一郎/著 集英社

赤と青とエスキース 青山　美智子/著 PHP研究所 手記 寂聴さんに教わったこと 瀬尾　まなほ/著 講談社

キネマの神様　 原田　マハ/著 文藝春秋 エッセイ 遠慮深いうたた寝 小川　洋子/著 河出書房新社

夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見　夏衛/著 スターツ出版

だから私は、明日のきみを描く 汐見　夏衛/著 スターツ出版 児童書

勘定侍柳生真剣勝負 5　奔走 上田　秀人/著 小学館 彼の名はウォルター エミリー・ロッダ/著 あすなろ書房

八丁堀強妻物語　 岡本　さとる/著 小学館 君色パレット　多様性をみつめるショートストーリー 戸森　しるこ/著 岩崎書店

埋蔵金　（新・知らぬが半兵衛手控帖　１５） 藤井　邦夫/著 双葉社 こんとごん　（かがくのとも絵本） 織田　道代/ぶん 福音館書店

獄門首　（栄次郎江戸暦　２７） 小杉　健治/著 二見書房 ずんずんばたばたおるすばん ねじめ　正一/文 福音館書店

約束 葉室　麟/著 文藝春秋 ジロッ おおなり　修司/文 絵本館

平場の月 朝倉　かすみ/著 光文社 絵本はたらく細胞　　３ 清水　茜/原作 講談社

本所おけら長屋　１～１７ 畠山　健二/著 PHP研究所 だれのうんち デイジー・バード/作 岩崎書店

偽神の審判　（警視庁公安分析班 2） 麻見　和史/著 講談社 いえるよ！NO　 ジェニー・シモンズ/作 大月書店

江戸は浅草　４　冬青灯籠 知野　みさき/著 講談社 かいじゅうたくはいびん 澤野　秋文/作 講談社

情報 知りたいことがわかる！IT＆ICTキーワード図鑑 IT＆ICT研究会/著 ナツメ社 こんなおともだちってすごいね！１ 合同出版

伝記 晶文社 　　きおくはかんぺき！　ディスレクシアのサミー

ドライブ関西中国四国ベスト　（まっぷるマガジン） 昭文社 こんなおともだちってすごいね！２ 合同出版

九州　２３　(まっぷるマガジン） 昭文社 　　ひらめきでなぞとき！　ADHDのイジー

地元写真家がいちばん見せたいにっぽんの絶景 ＃みんなの地元推し/著 玄光社 こんなおともだちってすごいね！３ 合同出版

石川　善樹/著 KADOKAWA 　　でんしゃはかせにおまかせ！　自閉スペクトラム症のチャーリー

一気にわかる！池上彰の世界情勢　2022 池上　彰/著 毎日新聞出版 こんなおともだちってすごいね！ 合同出版

これ一冊でわかる！障害年金のしくみと手続き 吉野　千賀/監修 ナツメ社 　　ドキドキにまけない！不安症のルビー

レクリエ　2022-3・4月 世界文化ライフケア やさいのがっこう　いちごちゃんはやさいなの？ なかや　みわ/さく 白泉社

機能向上につながる！高齢者とつくる季節の制作　春・夏編 世界文化ライフケア ねこのオーランドー毛糸のズボン キャスリーン・ヘイル/さく 好学社

進化の技法 ニール・シュービン/著 みすず書房

生き物の死にざま 稲垣　栄洋/著 草思社

がんの？に答える本 日本対がん協会/監修 学研プラス

おもしろすぎる人体のひみつ 工藤　孝文/著 青春出版社

建築 キテレツ城あるき 長谷川　ヨシテル/著 柏書房

暮らしのおへそ　Vol．33 主婦と生活社

私をあたらしくする51のこと 本多　さおり/著 大和書房

トレーシー・パッキアム・アロウェイ/ぶん

トレーシー・パッキアム・アロウェイ/ぶん

トレーシー・パッキアム・アロウェイ/ぶん

トレーシー・パッキアム・アロウェイ/ぶん

絵本

ペク　ジョンウォン/著

ペク　ジョンウォン/著

小学館クリエイティブ

小学館クリエイティブ

料理

むかしむかしあるところにウェルビーイングがありました

生活

よみもの

小説

スイッチ・パブリッシング

ルース・ベイダー・ギンズバーグ　アメリカを変えた女性 ルース・ベイダー・ギンズバーグ/著

医学

小説
（文庫）

旅行

社会

福祉

自然科学

２月にあたらしく入った本

能美図書館には、四季折々の花があります。閲覧室や

玄関口には、ボランティアの方が定期的にお花を生けに来て

くださっています。また、図書館前の花壇に、かわいいお花を

植えてくださる方もいます。図書館に来るたびに、花に癒され

ている人も多いのではないでしょうか。

図書館は、多くの方に支えられています。いつも本当にあり

がとうございます。


