
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/

第２１１号 令和４年 ５月１日

今月の展示テーマ

「身近にいる生きものたち」

５月５日のこどもの日スペシャルでは、「海辺の生きもの」の

楽しいおはなしやクイズがありますが、海辺に限らず、能美図

書館の周りには自然がいっぱい。土の中、草むら、木の上

など、私たちの身近にはたくさんの生きものたちが隠れている

よ。どんな生きものがいるのかな？

『となりのミステリー生物ずかん』 ささき隊長/著

『里山のかんさつ』 林 将之/文・写真

『鳴き声から調べる昆虫図鑑』 高嶋 清明/著

『にっぽんのシギ・チドリ』 築山 和好/写真

『虫のぬけがら図鑑』 安田 守/著

ほか

今月の作家は 「きむら ゆういち」

19４８年東京都生まれ。多摩美術大学卒業。造形教育

の指導、テレビ幼児番組のアイディアブレーンなどを経て、絵

本・童話作家に。『あらしのよるに』（講談社）で講談社出版

文化賞絵本賞、産経児童出版文化賞、JR賞受賞。同作

品は映画化、アニメ化もされた。絵本・童話創作に加え、戯

曲やコミックの原作・小説など、著書は６００冊を超え、国内

外の子どもたちに読み継がれている。

『みんなからみえないブライアン』

トルーディ・ラドウィッグ/作

パトリス・バートン/絵

さくま ゆみこ/訳

くもん出版

ブライアンはめだたないので、先生にも見えなくな

ることがある。お昼休みの話のわにも入れないか

ら、ひとりで絵をかいてすごす。だけど、ある朝クラ

スに転校生がやってきて・・・。

子どもたち、大人にだって、大切な友だちがいて

ほしい、そんな気持ちになる絵本です。大人たち

にもぜひ読んでほしい一冊。 （担当：関本）

【ふれあい広場】 ５日（祝） 午前１０時～

子どもの日スペシャル テーマ「身近な生きものたち」

【カンガルーくらぶ】 ７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

【アート】 ９日（月） 午前１０時～１２時

あそびアート ｄｅ いのちのレッスン

【絵本の会】

① 今月はお休みです。

② １７日（火） 午前１０時～１2時 「語りを学ぶ」

【ＮＬＳ】 ２１日（土） 午後４時〜６時

※ 新型コロナ感染拡大状況により予定が変更する場合があります。

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１８日（水）

※４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。当日は少し曇って肌寒かったものの、桜はちょうど

満開のタイミングでした。

『１・２・３』『まゆとおおきなケーキ』『おはなみ』『せ

かいのはて』など、季節の絵本や紙芝居などを読み、

楽しいひとときを過ごしました。

新聞・雑誌のご案内

５月のふれあい広場は「こどもの日スペシャル」

です。今年は「身近な生きものたち」をテーマに、

図書の展示や工作、２階では生きもののおはなし

も聞けますよ。

① 手作りで楽しむ魚釣り

磁石を使った魚釣りセットを作ります！

10時～12時 １階閲覧室

（小学生以下・小さいお子さんは保護者同伴）

② 海辺の生きもの ふしぎ発見！

さとうみ科学館の皆さんによるたのしいおはなしや

クイズを予定しています。

13時30分～15時 ２階研修室

（定員10名程度・要予約）

ホームページの便利ワザ！

ホームページから予約ができます。

江田島市立図書館ホームページの、「資料

検索」などで読みたい本を探し、まず「カートに

入れる」をクリックしてから「予約する」へ。（カート

には５件までしか登録できません）

「利用者番号」「パスワード」を入力し、受取場

所、連絡方法を選択したら予約完了です。

受取場所は「能美図書館」「江田島図書館」

のほかに、市民センターなども選択できますの

でご利用ください。また、連絡方法もメールアドレ

スを設定しておくと大変便利です。ぜひご利用く

ださい。

※予約を完了すると、自分で取り消しや変更は

できません。図書館まで直接ご連絡ください。

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さ

い。

【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』 『オレンジページ』 『旅行読売』 『月刊クーヨン』

『ＭＯＥ』 『日経トレンディ』 『ダ・ヴィンチ』 『ＬＥＥ』 『サライ』

『クロワッサン』 『ＢＥ－ＰＡＬ』 『文藝春秋』 『園芸ガイド』

『ＮＨＫ趣味の園芸やさいの時間』 『ＮＨＫすてきにハンドメイド』

『ＮＨＫきょうの料理』 『ドゥーパ』 『Ｍｒ．ＰＣ』 『歴史街道』

『Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｊａｐａｎ（ディスカバージャパン）』『からだにいいこと』

『ＧＯＥＴＨＥ（ゲーテ）』 『ＦＩＧＡＲＯ ｊａｐｏｎ（フィガロジャポン）』

『ちゃぐりん』 『清流』 『創生』

※『婦人公論』が５月号から復活しました。

ぜひご利用ください。

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

５日は開館します。



４月に新しく入った本

一般書 頭のよさとは何か 和田　秀樹/著 プレジデント社

エンドロール 潮谷　験/著 講談社 まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう オードリー・タン/語り SBクリエイティブ

八月の母 早見　和真/著 KADOKAWA 1行思考 中村　圭/著 KADOKAWA

シェア 真梨　幸子/著 光文社 「見た目」の教科書 乳原　佳代/著 ダイヤモンド社

マンモスの抜け殻 相場　英雄/著 文藝春秋 生物 あした出会える野鳥１００ 柴田　佳秀/文 山と溪谷社

春のこわいもの 川上　未映子/著 新潮社 稲見　崇孝/著 東洋館出版社

おしゃべりな部屋 川村　元気/著 中央公論新社 心がバテない食薬習慣 大久保　愛/著

余命10年 小坂　流加/著 文芸社 若杉ばあちゃんの食養相談室 若杉　友子/著

夏の体温 瀬尾　まいこ/著 双葉社 エコでやさしい暮らし 扶桑社

図書室のはこぶね 名取　佐和子/著 実業之日本社 定年前後に得するお金の手続き 山中　伸枝/監修 扶桑社

人面島 中山　七里/著 小学館 趣味 デッドスペースDIY 石井　麻紀子/著 誠文堂新光社

異常 エルヴェ・ル・テリエ/著 早川書房 美容 大人のヘアスタイリングの教科書 GARDEN著 主婦の友社

臆病な僕でも勇者になれた七つの教え 旺季　志ずか/著 サンマーク出版 まんが orange　1～５ 高野　苺/著 双葉社

望月　麻衣/著 双葉社 工作 朝野　由美子著 ブティック社

京都寺町三条のホームズ　0　旅のはじまり 望月　麻衣/著 双葉社 アウトドア CAR　CAMPING 山と溪谷社

三上　延/著 KADOKAWA 手記 信友　直子/著 新潮社

本所おけら長屋　１８ 畠山　健二/著 PHP研究所

夫婦商売　（時代小説アンソロジー） 青山　文平ほか/著 KADOKAWA 児童書

味比べ　（時代小説アンソロジー） 青山　文平ほか/著 KADOKAWA かなしきデブ猫ちゃん　３　マルのラストダンス 早見　和真/文 愛媛新聞社

これは経費で落ちません!　９ 青木　祐子/著 集英社 汐文社

五分後にホロリと江戸人情 風野　真知雄ほか/著 講談社 目まもりドリル　お医者さんが考えた 平松　類/著 ワニブックス

独り立ち　（吉原裏同心３７） 佐伯　泰英/著 光文社 北条政子　（コミック版日本の歴史８１） ポプラ社

 決着の鬨　（公家武者信平　１２） 佐々木　裕一/著 講談社 都会のトム&ソーヤ　１９ はやみね　かおる/著 講談社

 身代金の計　（口入屋用心棒　４８） 鈴木　英治/著 双葉社 けんかのたね ラッセル・ホーバン/作 岩波書店

神様たちのお伊勢参り　１１ 竹村　優希/著 双葉社 ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋　玲子/作 講談社

花街の仇討ち　（おれは一万石　２０） 千野　隆司/著 双葉社 飛田　桂子/監修 朝日新聞出版

竜虎攻防　（八丁堀「鬼彦組」激闘篇　１１） 鳥羽　亮/著 文藝春秋 日経パソコン/編 日経BP

悪の包囲 堂場　瞬一/著 文藝春秋 年金のひみつ 学研プラス

勿忘草の咲く町で 夏川　草介/著 KADOKAWA 日本の歴史　1～２０ 集英社

オランダ宿の娘 葉室　麟/著 文藝春秋 ゆきちゃんは、ぼくのともだち！ 武田　美穂/作・絵 童心社

わかれ　（時代小説アンソロジー） 細谷　正充/編 朝日新聞出版 ないしょないしょのももんちゃん とよた　かずひこ/さく・え 童心社

コンピュータ Taka Tachibana/監修 玄光社 まりこの手／むーさんのパン mawu/文 文芸社

心理学 <叱る依存>がとまらない 村中　直人/著 紀伊國屋書店 あかちゃんがきた！ サトシン/作 アリス館

頭の“よはく”のつくり方 鈴木　進介/著 日本実業出版社 ぼくのねこ 鈴木　のりたけ/作・絵 PHP研究所

「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと ウスビ・サコ/著 大和書房

捨てちゃえ、捨てちゃえ ひろ　さちや/著 PHP研究所 １位　『同志少女よ、敵を撃て』　逢坂 冬馬/著 ６位　『夜が明ける』　西 加奈子/著

あなたの心に青空を 瀬戸内　寂聴/著 光文社 ２位　『赤と青とエスキース』　青山 美智子/著 ７位　『残月記』　小田 雅久仁/著

広島・宮島’２３　（まっぷるマガジン） 昭文社 ３位　『スモールワールズ』　一穂 ミチ/著 ８位　『硝子の塔の殺人』　知念 実希人/著

一度は泊まりたい超ユニークHOTEL JTBパブリッシング ４位　『正欲』　朝井 リョウ/著 ９位　『黒牢城』　米澤 穂信/著

大人の日帰り旅　2023　中国四国 JTBパブリッシング ５位　『六人の嘘つきな大学生』　浅倉 秋成/著 10位　『星を掬う』　町田 その子/著

マンガデザイナーズラボ/まんが

加来　耕三/企画・構成・監修

ディスカヴァー・トゥエンティワン

パルコエンタテインメント事業部
小説

小説
（文庫）

『この本、おすすめします！』編集委員会/編著

ぼけますから、よろしくお願いします。おかえりお母さん。

ゆ〜っくり座って健康に!60歳からはじめるエキセントリック体操

エコクラフトで作るレーシー編みのかごバッグと雑貨

小学生からはじめるプログラミングの本　2022年版

12歳までに身につけたいプログラミングの超きほん

みんなで図書館活動この本、おすすめします！２・３　

宗教

旅行

医学

社会

経営

生活

実写合成のためのBlender 3DCG制作ワークフロー

人生訓

ビブリア古書堂の事件手帖　２－３　扉子と虚ろな夢

京都寺町三条のホームズ　１８　お嬢様のミッション
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