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第２１０号 令和４年 ４月１日
２０２２年 第６４回 こどもの読書週間 （４/２３～５/１２）

「ひとみキラキラ、本にどきどき」

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 １６：００～１８：００

“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 「人生１００年時代 楽しく生きよう」

人生100年時代、「老後」が、どんどん長くなっています。

充実した、豊かな人生を過ごすためにヒントになるような本を

集めました。心身ともに健やかに、長く楽しく生きましょう。

『素敵な人の終の棲家』 （宝島社）

『堂々と老いる』 田原 総一朗/著（毎日新聞出版）

『老いの福袋』 樋口 恵子/著（中央公論新社）

『８９歳、ひとり暮らし』 大崎 博子/著（宝島社）

『５０過ぎたら、暮らしは単純、気持ちは豊かに』

沖 幸子/著（祥伝社） ほか

今月の作家は 「エリック・カール」

アメリカのニューヨーク州生まれ。ドイツで育つ。シュトゥットガ

ルトの美術アカデミーで美術を学び、卒業後アメリカへ戻っ

てグラフィックデザイナーとなる。世界的なベストセラー『はら

ぺこあおむし』をはじめ作品多数。昨年５月に91歳で逝去。

『エリック・カールのえいごがいっぱい』 （偕成社）

『ホットケーキできあがり！』 （偕成社）

『ことりをすきになった山』 （偕成社） ほか

『じいじのさくら山』

松成 真理子/著

白泉社/出版

春になると、毎年きれいに花を咲かせる山ざくら。

これは、そんな名もないさくら山をつくったじいじとその

孫の、心あたたまるお話です。

（担当：高森）

【ふれあい広場＆カンガルーくらぶ】

２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。

【絵本の会】

① ５日（火） 午前１０時～１２時

「人生に１冊の絵本」 第２弾

②１９日（火） 午前１０時～１2時

「語りを学ぶ」

【アート】 １１日（月） 午前１０時～１２時

あそびアート ｄｅ いのちのッスン

【ＮＬＳ】 １６日（土） 午後４時〜６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６日（水）・２０日（水）

ワーサーくん。

シーくんのお兄ちゃん。

こう見えても、情にあつく、涙もろい。

ふれあい広場 今月の展示

3月のふれあい広場では、紙芝居『ふるさとの民

話』を行いました。

『ふるさとの民話 江田島・能美島』（江能広域

事務組合/編）を知っていますか？ 古くからこの

地域に語り継がれてきたむかし話を活字にして残

そうと、西暦2000年に作られた民話集です。

３月のふれあい広場では、その中のお話を、子

どもたちにより身近に伝えられるよう、島の住民が

絵や紙芝居にして上演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、ダイナミックな絵になって蘇りました。

参加者からは、「絵がすごく魅力的」「大黒神島

に行ってみたくなった」「大人が聞いてもおもしろ

かった」「子どもたちが集中してよくきいていた」と

いった感想がよせられました。

今回は、紙芝居の原画の状態でのお披露目

でしたが、紙芝居を市内のこども園や小学校での

よみきかせにもぜひ使ってほしいそうです。

「オリーブの会」の皆さんや、ご協力いただいた

子ども達、ご家族の皆さん、ありがとうございました。

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２日（土）１０時３０分～

図書館員のいちおし

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

2７日（水）は、月末整理

のため休館します。



３月に新しく入った本

一般書 経済 友田　行洋/著 産経新聞出版

人生の決算書 曽野　綾子/著 文藝春秋 育児 子育て言い換え事典 石田　勝紀/著 KADOKAWA

繭の季節が始まる 福田　和代/著 光文社 シュタイナー学校の算数の時間 エルンスト・シューベルト/著 水声社

ヒノマル 古市　憲寿/著 文藝春秋 シュタイナー学校の数学読本 ベングト・ウリーン/著 筑摩書房

レジェンドアニメ！ 辻村　深月/著 マガジンハウス 民俗 日本の祭り　２０２１～２２年版 日本の祭りネットワーク/監修 編集工房ＸＹＺ

恋する検事はわきまえない 直島　翔/著 小学館 科学 科学法則大全 ブライアン・クレッグ/文 化学同人

鬼人幻燈抄　9　大正編　終焉の夜 中西　モトオ/著 双葉社 生物学 酵母　文明を発酵させる菌の話 ニコラス・マネー/著 草思社

黒牢城 米澤　穂信/著 KADOKAWA 医学 ひざの激痛が30秒～でよくなるひざ皿ストレッチ 渡辺　淳也/著 文響社

ミチクサ先生　（上・下） 伊集院　静/著 講談社 暮らし 89歳、ひとり暮らし。 大崎　博子/著 宝島社

オオルリ流星群 伊与原　新/著 KADOKAWA 園芸 驚くほどよく育つ野菜づくりの裏ワザ決定版 木嶋　利男/著 家の光協会

奇跡 林　真理子/著 講談社 ペット ほとんどネコのこと　 岩合　光昭/著 クレヴィス

はじめての 島本　理生/著 水鈴社 林業 虚構の森 田中　淳夫/著 新泉社

0 堂場　瞬一/著 河出書房新社 起業 七十歳ババァ、起業する? 近　恵子/著 内外出版社

恋愛の発酵と腐敗について 錦見　映理子/著 小学館 イラスト 手帳&ノートのミニイラストの描き方 しろくまななみん/著 ワニブックス

新・入り婿侍商い帖　３　古米三千俵 千野　隆司/著 KADOKAWA エッセイ ないものねだるな 阿川　佐和子/著 中央公論新社

ご隠居は福の神　８　赤ん坊地蔵 井川　香四郎/著 二見書房 手記 安武　信吾/著 文藝春秋

南町番外同心　1　名無しの手練 牧　秀彦/著 二見書房

最後の晩ごはん　17　後悔とマカロニグラタン 椹野　道流/著 KADOKAWA 児童書

わが家は祇園の拝み屋さん　15 望月　麻衣/著 KADOKAWA 卒業！卓球部 横沢　彰/作 新日本出版社

渦中　（辻番奮闘記　4） 上田　秀人/著 集英社 涙と笑いのミステリー 宮部　みゆき/著 汐文社

十万石の誘い　（公家武者信平ことはじめ　7） 佐々木　裕一/著 講談社 みんなで図書館活動この本、おすすめします!　1 汐文社

光る海　（新・酔いどれ小藤次　22） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと　1 宇野　重規/監修 学研プラス

鵺退治の宴　（闇御庭番　9） 早見　俊/著 光文社 いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと　2 宇野　重規/監修 学研プラス

インターネット 超簡単!おしゃべり起業の教科書 三浦　さやか/著 KADOKAWA いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと　3 宇野　重規/監修 学研プラス

図書館 まちライブラリーのたまてばこ 砂生　絵里奈/編著 郵研社 地下鉄のサバイバル　2 ゴムドリco./文 朝日新聞出版

<自分>を知りたい君たちへ 養老　孟司/著 毎日新聞出版 まよなかのサイクリング たるいし　まこ/作 あかね書房

この本読んで！　２０２２年春号 くらべるえほん　たべもの ちかつ　たけお/さく・え 学研プラス

14歳からの「論語」 齋藤　孝/監修 SBクリエイティブ うみのハナ すけの　あずさ/作 BL出版

14歳からの「孫子の兵法」 齋藤　孝/監修 SBクリエイティブ 義肢をつけたらどうなるの？ ハリエット・ブランドル/作 ほるぷ出版

人生訓 70歳が老化の分かれ道 和田　秀樹/著 詩想社 歯の矯正をしたらどうなるの？ ハリエット・ブランドル/作 ほるぷ出版

歴史 図説世界の水中遺跡 木村　淳/編著 グラフィック社 補聴器をつけたらどうなるの？ ハリエット・ブランドル/作 ほるぷ出版

かわいい我には旅をさせよ ソロ旅のすすめ 坂田　ミギー/著 産業編集センター メガネをかけたらどうなるの？ ハリエット・ブランドル/作 ほるぷ出版

福島　’23 昭文社 どうぶつどこ？ shimizu/作・絵 マイナビ出版

日光・那須　’23 昭文社 大ピンチずかん 鈴木　のりたけ/作 小学館

金沢　’23 昭文社 カイマンのクロ マリア・エウヘニア・マンリケ/文 福音館書店

今、泊まりたい1棟貸しの宿100 JTBパブリッシング きょうはおうちでいちごがり 新井　悦子/さく 岩崎書店

沖縄　'23 昭文社 はるがきた ジーン・ジオン/文 主婦の友社

日本が先進国から脱落する日 野口　悠紀雄/著 プレジデント社 ラーメンのおうさま 山本　祐司/さく ほるぷ出版

チャイルドヘルプと歩んで 廣川　まさき/著 集英社 カレーのおうさま 山本　祐司/さく ほるぷ出版

やさしくわかる!公務員のためのSNS活用の教科書 佐久間　智之/著 学陽書房 ぜったいにあけちゃダメ?　（大型絵本） ビル・コッター/さく サンクチュアリ出版

原発事故最悪のシナリオ 石原　大史/著 NHK出版

社会

教育

小説

小説
（文庫）

読書

旅行

思想

出版文化産業振興財団

“投資信託・ファンドラップ・債券・株”損をする本当の理由と賢い選び方

はなちゃんのみそ汁　（青春篇　父と娘の「いのちのうた」）

『この本、おすすめします!』編集委員会/編著

よみもの

絵本


