
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/

○○○○おはなしレストランおはなしレストランおはなしレストランおはなしレストラン
①①①①５５５５日日日日（（（（火火火火）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～11111111時時時時30303030分分分分
②②②②１９１９１９１９日日日日（（（（火火火火）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～11111111時時時時３０３０３０３０分分分分

○○○○カンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶ
１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分
ママとママとママとママと赤赤赤赤ちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなし会会会会

○○○○読書会読書会読書会読書会
１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時
『『『『杉原千畝杉原千畝杉原千畝杉原千畝』』』』 ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会

○○○○ＮＬＳＮＬＳＮＬＳＮＬＳ

１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土）））） 午後午後午後午後４４４４時時時時～～～～６６６６時時時時

○○○○チクチクさんチクチクさんチクチクさんチクチクさん

5555日日日日・・・・１９１９１９１９日日日日（（（（火火火火）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時

「「「「夏飾夏飾夏飾夏飾りりりり：：：：金魚金魚金魚金魚」」」」

○○○○アートアートアートアート

7777月月月月のアートはのアートはのアートはのアートは、、、、おおおお休休休休みですみですみですみです。。。。

○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場

２３２３２３２３日日日日（（（（土土土土）））） 午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分

「「「「シリコンゴムをシリコンゴムをシリコンゴムをシリコンゴムを使使使使ってってってって

アクセサリーをつくろうアクセサリーをつくろうアクセサリーをつくろうアクセサリーをつくろう」」」」

第１４１号 平成２８年７月1日

７７７７月月月月のののの行事予定行事予定行事予定行事予定

○能美図書館○

読んでみて！

『『『『くらべるくらべるくらべるくらべる東西東西東西東西』』』』

おかべおかべおかべおかべ たかしたかしたかしたかし////文文文文

山出高士山出高士山出高士山出高士////写真写真写真写真

東京書籍東京書籍東京書籍東京書籍

桜餅、タクシー、いなり

寿司から、銭湯、座布団、

縄文土器まで、３４組の

東（主に関東）と西（主

に関西）の文化、風俗の

違いを紹介。違いが一

目でわかる写真を掲載し、

それぞれの特徴を解説

する。

『『『『木木木木のののの好好好好きなケイトさんきなケイトさんきなケイトさんきなケイトさん』』』』
HHHH．．．．ｼﾞｮｾﾞﾌ･ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞｼﾞｮｾﾞﾌ･ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞｼﾞｮｾﾞﾌ･ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞｼﾞｮｾﾞﾌ･ﾎﾌﾟｷﾝｽﾞ////文文文文

ジル・マケルマリージル・マケルマリージル・マケルマリージル・マケルマリー////絵絵絵絵

BLBLBLBL出版出版出版出版

１８８３年に教師とし

てサンディエゴにやってき

た、ケイトさんことキャサリン・

セションズ。森で育った彼

女は、森にいるだけで幸

せでしたが、サンディエゴ

は砂漠の町で・・・。砂漠を

緑の町にかえたある女性

のおはなし。

日 月 火 水 木 金 土
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31313131

新着・入荷待ち

CD・DVD

【ＣＤ】 立川談志ベスト
決定版二代目三遊亭歌奴落語集
こどものうた
Ｃｏｌｏｒｆｕｌ　Ｍｏｎｓｔｅｒ　/　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇｌｅｅ　Ｍｏｎｓｔｅｒ歌

【ＤＶＤ】 プロフェッショナル[仕事の流儀]　１０６
　　「日本は、日本の道を行け」エディ・ジョーンズ出演
インサイド・ヘッド
海街Ｄｉａｒｙ

ジャンルジャンルジャンルジャンル 書名書名書名書名 著作者著作者著作者著作者などなどなどなど

たまちゃんのおつかい便 森沢　明夫/著

悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 瀧森　古都/著

どこかでベートーヴェン 中山　七里/著

盗賊の首　（日溜り勘兵衛極意帖　8） 藤井　邦夫/著

痴れ者の果　（口入屋用心棒　34） 鈴木　英治/著

死の舞い　（新・古着屋総兵衛　12） 佐伯　泰英/著

料理番に夏疾風　ほか　（新・包丁人侍事件帖　1～3） 小早川　涼/著

妖草師 武内　涼/著

居酒屋お夏　5　縁結び 岡本　さとる/著

エッセイ おしゃれと無縁に生きる 村上　龍/著

読書 花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編集部 小榑　雅章/著

経営 ＯＪＴ完全マニュアル 松尾　睦/監修

日本で老いて死ぬということ 朝日新聞出版

内田樹の生存戦略 内田　樹/著

この国を揺るがす男 朝日新聞取材班/著

オバマ広島演説 オバマ/述

平成２８年熊本地震 熊本日日新聞社/編

くらべる東西 おかべ　たかし/文

介護 現場で使える介護記録便利帖<書き方・文例集〉 浅岡　雅子/著

肥満症診療ガイドライン　2016 日本肥満学会/編

慈恵大学病院のおいしい大麦レシピ 出版文化社

まいにちかわいい赤ちゃんの小物 リトルバード/編

あなたもつかめる！もう探さない人生 吉川　永里子/著

暮らしを、みがく 主婦と生活社

そうめん 満留　邦子/著

私のテーブルマナー本当に大丈夫？ 森下　えみこ/著

ラクうま献立 市瀬　悦子/著

芸術 日本の伝統＆絶景１００ 朝日新聞出版/編

パニック！モンスター台風大接近！ 長谷川　拓也/監修

動物バトル図鑑 今泉　忠明/監修

カリブの巨大ザメ　（ﾏｼﾞｯｸ･ﾂﾘｰﾊｳｽ　40） ﾒｱﾘｰ･ﾎﾟｰﾌﾟ･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ/著

ラクラク！かわいい！！女の子の自由工作ＢＯＯＫ いしかわ　まりこ/著

「水辺の楽校」の所くん 本田　有明/著

小さなサンと天の竜 チェン・ジャンホン/作・絵

あたまのうえのかみさま のぶみ/さく

いちにちこんちゅう ふくべ　あきひろ/さく

木のすきなケイトさん Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ/文

はじめてのおとうさんはウルトラマン みやにし　たつや/作絵

料理

生活

絵本

よみもの

小説

小説
（文庫）

医学

社会



予約

してね！

【小学校　低学年】【小学校　低学年】【小学校　低学年】【小学校　低学年】

アリとくらすむし 島田　たく/写真・文

ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと/作

ボタンちゃん 岡田　千晶/絵

みずたまのたび アンヌ・クロザ/さく

【小学校　中学年】【小学校　中学年】【小学校　中学年】【小学校　中学年】

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村　文人/文

二日月 いとう　みく/作

さかさ町 Ｆ.ｴﾏｰｿﾝ･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ/作

木のすきなケイトさん ジル・マケルマリー/絵

【小学校　高学年】【小学校　高学年】【小学校　高学年】【小学校　高学年】

大村智ものがたり 馬場　錬成/著

ここで土になる 大西　暢夫/著

茶畑のジャヤ 中川　なをみ/作

ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ/作

【中学校】【中学校】【中学校】【中学校】

生きる 森越　智子/作

ＡＢＣ！ 市川　朔久子/著

白いイルカの浜辺 ジル・ルイス/作

【高等学校】【高等学校】【高等学校】【高等学校】

シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン/著

タスキメシ 額賀　澪/著

ハーレムの闘う本屋 ｳﾞｫｰﾝﾀﾞ･ﾐｼｮｰ･ﾈﾙｿﾝ/著

第６２回　青少年読書感想文全国コンクール　課題図書第６２回　青少年読書感想文全国コンクール　課題図書第６２回　青少年読書感想文全国コンクール　課題図書第６２回　青少年読書感想文全国コンクール　課題図書

７７７７月月月月のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい広場広場広場広場は・・・は・・・は・・・は・・・

「「「「シリコンゴムをシリコンゴムをシリコンゴムをシリコンゴムを使使使使ってってってって
アクセサリーをアクセサリーをアクセサリーをアクセサリーを作作作作ろうろうろうろう！」！」！」！」

平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年７７７７月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（土土土土））））

午後午後午後午後2222時時時時～～～～３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分

能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館 ２２２２階研修室階研修室階研修室階研修室

定員定員定員定員：：：：１２１２１２１２名名名名（（（（小学生以上小学生以上小学生以上小学生以上））））

７月の

ミニ図書館

今月の運転手はははは

はっさくさんはっさくさんはっさくさんはっさくさん

７月６日（水）
２０日（水）

三高会館
１１時～１２時

※※※※市民市民市民市民サービスセンターはサービスセンターはサービスセンターはサービスセンターは、、、、午後午後午後午後２２２２時時時時１５１５１５１５分分分分～～～～３３３３時時時時までまでまでまで,,,,

大柿公民館図書室大柿公民館図書室大柿公民館図書室大柿公民館図書室のののの担当者担当者担当者担当者がががが参参参参りますりますりますります。。。。

今月の展示
切り絵を楽しもう！

石津石津石津石津 野乃子野乃子野乃子野乃子ちゃんちゃんちゃんちゃん（（（（３３３３歳歳歳歳））））

『『『『ねずみくんとホットケーキねずみくんとホットケーキねずみくんとホットケーキねずみくんとホットケーキ』』』』

なかえなかえなかえなかえ よしをよしをよしをよしを////作作作作

最初最初最初最初にににに『『『『ねずみくんのチョッキねずみくんのチョッキねずみくんのチョッキねずみくんのチョッキ』』』』をををを読読読読んでからんでからんでからんでから、、、、
すっかりすっかりすっかりすっかり気気気気にににに入入入入ったシリーズったシリーズったシリーズったシリーズ。。。。図書館図書館図書館図書館でででで３３３３冊冊冊冊ずつくずつくずつくずつく
らいらいらいらい借借借借りてりてりてりて読読読読むむむむ中中中中でででで、、、、このこのこのこの『『『『ねずみくんとホットケーねずみくんとホットケーねずみくんとホットケーねずみくんとホットケー
キキキキ』』』』のラストがのラストがのラストがのラストが一番一番一番一番おおおお勧勧勧勧めなのだそうですめなのだそうですめなのだそうですめなのだそうです！！！！
おおおお母母母母さんとさんとさんとさんと小小小小さいさいさいさい妹妹妹妹とととと一緒一緒一緒一緒にににに来来来来てくれるてくれるてくれるてくれる親子親子親子親子。。。。
これからもこれからもこれからもこれからも、、、、いろんないろんないろんないろんな本本本本とととと出会出会出会出会えますように・・・えますように・・・えますように・・・えますように・・・。。。。

６６６６月月月月のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい広場広場広場広場ではではではでは、、、、切切切切りりりり絵絵絵絵をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。
““““切切切切りりりり絵絵絵絵はははは初初初初めてめてめてめて””””というというというという参加者参加者参加者参加者がががが多多多多かったのでかったのでかったのでかったので、、、、全員同全員同全員同全員同じじじじ図図図図
案案案案でのでのでのでの講習講習講習講習となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。
一見一見一見一見、、、、簡単簡単簡単簡単そうにそうにそうにそうに見見見見えますがえますがえますがえますが、、、、慣慣慣慣れないカッターやハサミをれないカッターやハサミをれないカッターやハサミをれないカッターやハサミを

使使使使ってのってのってのっての作業作業作業作業なのでなのでなのでなので、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん慎重慎重慎重慎重にににに切切切切りすすめていましたりすすめていましたりすすめていましたりすすめていました。。。。またまたまたまた、、、、
今回今回今回今回はははは切切切切るだけでなくるだけでなくるだけでなくるだけでなく、、、、裏側裏側裏側裏側からからからから、、、、アクセントとなるアクセントとなるアクセントとなるアクセントとなる色和紙色和紙色和紙色和紙をををを貼貼貼貼りりりり
あわせていくというあわせていくというあわせていくというあわせていくという作業作業作業作業もありもありもありもあり、、、、講師講師講師講師のののの花﨑花﨑花﨑花﨑さんのさんのさんのさんの丁寧丁寧丁寧丁寧なななな説明説明説明説明をををを
聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、時間時間時間時間いっぱいまでいっぱいまでいっぱいまでいっぱいまで使使使使ってってってって頑張頑張頑張頑張りましたりましたりましたりました。。。。
完成完成完成完成したしたしたした作品作品作品作品にににに、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん満足満足満足満足されたされたされたされた様子様子様子様子でででで、「、「、「、「またまたまたまた違違違違うううう絵柄絵柄絵柄絵柄

でででで挑戦挑戦挑戦挑戦してみたいしてみたいしてみたいしてみたい」」」」とととと意気込意気込意気込意気込むむむむ参加者参加者参加者参加者もいらっしゃいましたもいらっしゃいましたもいらっしゃいましたもいらっしゃいました。。。。

■■■■ 七夕に関する絵本七夕に関する絵本七夕に関する絵本七夕に関する絵本

■■■■ マリンスポーツとレジャーマリンスポーツとレジャーマリンスポーツとレジャーマリンスポーツとレジャー

図書館で宿題をしよう！

今年今年今年今年もももも、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ期間期間期間期間（（（（7777／／／／22222222～～～～８８８８／／／／３１３１３１３１））））能美能美能美能美

図書館図書館図書館図書館のののの２２２２階研修室階研修室階研修室階研修室をををを、、、、自習自習自習自習のためにのためにのためにのために開放開放開放開放しましましましま

すすすす。。。。１１１１階階階階がががが満席満席満席満席のののの場合場合場合場合にごにごにごにご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。

ごごごご利用利用利用利用のののの際際際際にはにはにはには、、、、１１１１階階階階カウンターでおカウンターでおカウンターでおカウンターでお申申申申しししし込込込込みくみくみくみく

ださいださいださいださい。。。。

※※※※なおなおなおなお、、、、図書館図書館図書館図書館のののの行事行事行事行事・・・・

行事準備等行事準備等行事準備等行事準備等でででで使使使使えないえないえないえない

場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。

フォーク・えんぴつ・フォーク・えんぴつ・フォーク・えんぴつ・フォーク・えんぴつ・

指指指指などでもなどでもなどでもなどでも、、、、かんたんにかんたんにかんたんにかんたんに

編編編編めるよめるよめるよめるよ！！！！

※※※※ 課題図書課題図書課題図書課題図書はははは、、、、江田島市内江田島市内江田島市内江田島市内のののの図書館内図書館内図書館内図書館内にですべてにですべてにですべてにですべて

所蔵所蔵所蔵所蔵がありますがありますがありますがあります。。。。予約予約予約予約をかけてをかけてをかけてをかけて取取取取りりりり寄寄寄寄せることができますのせることができますのせることができますのせることができますの

でででで、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお申申申申しししし付付付付けくださいけくださいけくださいけください。。。。

たなばたさま いもと　ようこ/文・絵

たなばたむかし 大川　悦生/作

ミッキーミニーのたなばたものがたり おかだ　ゆか/え

おってきってたのしい！たなばたまつり 小林　ゆき子/さく

たなばたバス 藤本　ともひこ/作・絵

たなばたものがたり 舟崎　克彦/文

おこだでませんように くすのき　しげのり/作

たなばたまつり 松成　真理子/作

磯遊びがしたくなる本 こばやし　まさこ/著

海の工作図鑑 岩藤　しおい/著

なでしこダイバービューティーＢｏｏｋ 伊藤　博子/著

カヌー＆カヤック入門 辰野　勇/著

体験ダイビングをやろう！ 広部　俊明/著

親と子の冒険旅行 榎本　茂文/著

ＢＥＳＴアウトドアガイド　2008-2009 ＦＥＮＥＫ/編著

体験・遊びナビゲーター 国立青少年教育振興機構

海の訓練ワークブック 日本海洋少年団連盟/監修

大自然とあそぼう　１　海であそぶ 小菅　盛平/編著

冒険遊び大図鑑 かざま　りんぺい/著

極上キャンプ 〃　　　　　

「「「「子子子子どもどもどもども司書司書司書司書」」」」はははは、、、、子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動をすすめをすすめをすすめをすすめ

るリーダーでするリーダーでするリーダーでするリーダーです。。。。全体研修第全体研修第全体研修第全体研修第１１１１回目回目回目回目ではではではでは、、、、

・・・・図書館図書館図書館図書館のののの本本本本のののの整理整理整理整理についてについてについてについて学学学学ぼうぼうぼうぼう！！！！

・・・・『『『『読書読書読書読書っていいなっていいなっていいなっていいな』』』』大作戦大作戦大作戦大作戦！！！！

というというというという題目題目題目題目でででで学学学学びましたびましたびましたびました。。。。

７７７７月月月月にはにはにはには実地研修実地研修実地研修実地研修もありますもありますもありますもあります。。。。


