
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/

○○○○夏休夏休夏休夏休みみみみ特別講座特別講座特別講座特別講座 「「「「おはなしをつくろうおはなしをつくろうおはなしをつくろうおはなしをつくろう」」」」
１１１１回目回目回目回目 ８８８８日日日日（（（（月月月月））））
２２２２回目回目回目回目 ２２２２２２２２日日日日（（（（月月月月））））
午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分
※※※※くわしくはくわしくはくわしくはくわしくは中中中中ページをごページをごページをごページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

○○○○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
１９１９１９１９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
１９１９１９１９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
『『『『日本日本日本日本のののの一番長一番長一番長一番長いいいい日日日日』』』』 ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会

○○○○ＮＬＳＮＬＳＮＬＳＮＬＳ

２０２０２０２０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

○○○○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

２３２３２３２３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

「「「「語語語語りをりをりをりを学学学学ぶぶぶぶ」」」」

○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場

２７２７２７２７日日日日（（（（土土土土）））） 午後午後午後午後３３３３時時時時～～～～５５５５時時時時３０３０３０３０分分分分

「「「「真夏真夏真夏真夏のののの怖怖怖怖～～～～いいいい映画会映画会映画会映画会」」」」

※※※※くわしくはくわしくはくわしくはくわしくは中中中中ページをごページをごページをごページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

第１４２号 平成２８年８月1日

８８８８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！

『『『『ホームセンターマニアがホームセンターマニアがホームセンターマニアがホームセンターマニアが

つくるカッコいいインテリアつくるカッコいいインテリアつくるカッコいいインテリアつくるカッコいいインテリア』』』』

（（（（私私私私のカントリーのカントリーのカントリーのカントリー別冊別冊別冊別冊））））

主婦主婦主婦主婦とととと生活社生活社生活社生活社

ホームセンターグッズで

カッコいい家具や照明をつく

る方法、ＤＩＹと雑貨好きのた

めのホームセンターの上手

な遊び方、珍しい工業用

パーツを使ったお部屋丸ごと

リノベーションなどを収録。

『『『『なんでもないなんでもないなんでもないなんでもない

なつのなつのなつのなつの日日日日』』』』

ｳｫﾙﾀｰ･ﾃﾞ･ﾗ･ﾒｱｳｫﾙﾀｰ･ﾃﾞ･ﾗ･ﾒｱｳｫﾙﾀｰ･ﾃﾞ･ﾗ･ﾒｱｳｫﾙﾀｰ･ﾃﾞ･ﾗ･ﾒｱ////詩詩詩詩

カロリーナ・ラベイカロリーナ・ラベイカロリーナ・ラベイカロリーナ・ラベイ////絵絵絵絵

海後海後海後海後 礼子礼子礼子礼子////訳訳訳訳

お日様が傾き、暑さの
やわらぐころ、まきばの人も

動物たちも、みんなおなか

も満たされて、平和な一日

が暮れて・・・。英国を代表

する詩人・幻想文学者

ウォルター・デ・ラ・メアの詩

「Ｓｕｍｍｅｒ Ｅｖｅｎｉｎｇ］

の絵本。

日 月 火 水 木 金 土

1111 2222 3333 4444 5555 6666
7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313
14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020
21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 27272727
28282828 29292929 30303030 31313131

８月は

月末整理を

行いません。

日 月 火 水 木 金 土

1111 2222 3333
4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010
11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717
18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424
25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030

９月は祭礼があ

るため、休館日

が変わります。

暑暑暑暑さもさもさもさも本番本番本番本番のののの8888月月月月。。。。夏夏夏夏バテしていませんかバテしていませんかバテしていませんかバテしていませんか？？？？

江田島市江田島市江田島市江田島市のののの図書館図書館図書館図書館・・・・室室室室はははは、、、、今年今年今年今年もももも「「「「ひろしまクールシェひろしまクールシェひろしまクールシェひろしまクールシェ

アアアア」」」」にににに参加参加参加参加していますしていますしていますしています。。。。チラシやポスターのチラシやポスターのチラシやポスターのチラシやポスターのQRQRQRQRコードからコードからコードからコードから

特設特設特設特設サイトにアクセスしサイトにアクセスしサイトにアクセスしサイトにアクセスし、、、、アンケートにアンケートにアンケートにアンケートに答答答答えるとえるとえるとえると、、、、抽選抽選抽選抽選でででで

プレゼントがプレゼントがプレゼントがプレゼントが当当当当たるかもたるかもたるかもたるかも！！！！

おおおお家家家家のエアコンはのエアコンはのエアコンはのエアコンは消消消消してしてしてして、、、、涼涼涼涼しいしいしいしい図書館図書館図書館図書館をををを共有共有共有共有しましましましま

しょうしょうしょうしょう。。。。

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

安芸広島水の都の殺人 梓　林太郎/著

陸王 池井戸　潤/著

受難 帚木　蓬生/著

狩猟家族 篠原　悠希/著

希望荘 宮部　みゆき/著

私の消滅 中村　文則/著

スティグマータ 近藤　史恵/著

若様とロマン 畠中　恵/著

セブン殺人事件 笹沢　左保/著

芝居巡り　（浪花ふらふら謎草紙　4） 岡篠　名桜/著

花の懸け橋　（浪花ふらふら謎草紙　5） 〃　　

官賊と幕臣たち 原田　伊織/著

梅干と日本刀　梅干編 樋口　清之/原作

教育 本物の学力は１２歳までの「作文量」で決まる！ 樋口　裕一/著

社会 ５０歳から始める「安心老後」準備大全 日経BP社

自然科学 ビーチコーミングをはじめよう 山田　海人/著

医学 大人の女におやつはいらない 若林　理砂/著

肉めし 重信　初江/著

部活弁当 山口　美佐/著

バットや保存袋で作れるアイスクリーム＆アイスケーキ 若山　曜子/著

ホームセンターマニアがつくるカッコいいインテリア 主婦と生活社

紙バンドで作るほめられかご 日本ヴォーグ社

スノーケリングテクニックガイド 長谷川　孝一/著

ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 荒木　香織/著

文学 夏目漱石 奥泉　光/責任編集

俳句 夏井いつきの超カンタン！俳句塾 夏井　いつき/著

手記 トットちゃんとソウくんの戦争 黒柳　徹子/著

作って楽しい☆おもしろ工作BOOK ブティック社

ウソのような現実の大図鑑 アンドレア・ミルズ/著

どうなっているの？だんめん図鑑 断面マン/製作・監修

自然体験学習に役立つアウトドアガイド　1～3 下城　民夫/監修

小学生の夏休み自由研究ブック ガリレオ工房/編著

船を見にいく アントニオ・コック/作

さよならママがおばけになっちゃった！ のぶみ/さく

だってたのしくたべたいんだもん！ キャリル・ハート/作

なんでもないなつの日 ｳｫﾙﾀｰ･ﾃﾞ･ﾗ･ﾒｱ/詩

ねずみくんとおばけ なかえ　よしを/作

絵本

よみもの

小説
（文庫）

小説

歴史

料理

スポーツ

生活



８月の

ミニ図書館

今月の運転手はははは

リンダさんリンダさんリンダさんリンダさん

８月 ３日（水）
１７日（水）

三高会館
１１時～１２時

「「「「待待待待っててねっててねっててねっててね！」！」！」！」

今月の展示

ＴＴＴＴくんくんくんくん（（（（１２１２１２１２歳歳歳歳）））） 能美町能美町能美町能美町

『『『『夏平夏平夏平夏平くんくんくんくん』』』』

あおきあおきあおきあおき ひろえひろえひろえひろえ////作作作作

夏夏夏夏になるとになるとになるとになると読読読読みたくなるみたくなるみたくなるみたくなる『『『『夏平夏平夏平夏平くんくんくんくん』』』』のののの絵本絵本絵本絵本。「。「。「。「真真真真っっっっ黒黒黒黒にににに
日焼日焼日焼日焼けしたけしたけしたけした夏平夏平夏平夏平くんはくんはくんはくんは、、、、ほんとうにカッコイイとほんとうにカッコイイとほんとうにカッコイイとほんとうにカッコイイと思思思思うううう」」」」
とととと、Ｔ、Ｔ、Ｔ、Ｔくんくんくんくん。。。。最後最後最後最後のののの場面場面場面場面にはにはにはには、、、、夏夏夏夏のののの終終終終わりをわりをわりをわりを感感感感じるそうですじるそうですじるそうですじるそうです。。。。
繊細繊細繊細繊細でででで大胆大胆大胆大胆なななな色合色合色合色合いいいい。。。。どこかどこかどこかどこか懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい、、、、関西弁関西弁関西弁関西弁のののの
ユーモアユーモアユーモアユーモア絵本絵本絵本絵本ですですですです。。。。ぜひぜひぜひぜひ読読読読んでみてんでみてんでみてんでみて！！！！

シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムののののアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー

材料材料材料材料はシリコンゴムだけはシリコンゴムだけはシリコンゴムだけはシリコンゴムだけ、、、、道具道具道具道具はフォークだけではフォークだけではフォークだけではフォークだけで、、、、
アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー作作作作りにりにりにりに挑戦挑戦挑戦挑戦しましたしましたしましたしました。。。。
細細細細かいかいかいかい手作業手作業手作業手作業なのでなのでなのでなので、、、、最初最初最初最初はははは大変大変大変大変でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、

慣慣慣慣れてくるとれてくるとれてくるとれてくると手際手際手際手際よくよくよくよく上手上手上手上手にににに編編編編めるようになりましためるようになりましためるようになりましためるようになりました。。。。
今回今回今回今回はははは全員全員全員全員ブレスレットをブレスレットをブレスレットをブレスレットを作作作作りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、工夫工夫工夫工夫

次第次第次第次第ではネックレスやイヤリングもできますではネックレスやイヤリングもできますではネックレスやイヤリングもできますではネックレスやイヤリングもできます。。。。
ぜひぜひぜひぜひ、、、、本本本本をををを見見見見てててて挑戦挑戦挑戦挑戦してみてねしてみてねしてみてねしてみてね！！！！

夏休み特集！夏休み特集！夏休み特集！夏休み特集！

○○○○自由研究自由研究自由研究自由研究・・・・科学研究科学研究科学研究科学研究・・・・工作工作工作工作のののの本本本本

新入荷本新入荷本新入荷本新入荷本もありますもありますもありますもあります。。。。

○○○○平和平和平和平和をををを考考考考えるえるえるえる本本本本

今今今今こそこそこそこそ、、、、平和平和平和平和についてについてについてについて考考考考えましょうえましょうえましょうえましょう。。。。

○○○○夏夏夏夏にににに読読読読んでほしいおすすめんでほしいおすすめんでほしいおすすめんでほしいおすすめ本本本本

図書館図書館図書館図書館やややや、、、、小学校小学校小学校小学校のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ

グループでグループでグループでグループで厳選厳選厳選厳選しましたしましたしましたしました！！！！

○○○○読書感想文読書感想文読書感想文読書感想文・・・・課題図書課題図書課題図書課題図書

※課題図書は、利用者の多い本です。

返却期限厳守でお願いします。

ライオン1頭 ケイティ・コットン/文 BL出版

まんじゅうじいさん あらい　ゆきこ/作・絵 絵本塾出版

中をそうぞうしてみよ 佐藤　雅彦/作 福音館書店

てをあげろ！ ｶﾀﾘｰﾅ･ｳﾞｧﾙｸｽ/作 文研出版

むしめがねのルーペちゃん くりはら　たかし/作 アリス館

1年生からひとりでお弁当を作ろう 坂本　廣子/著 共同通信社

庭をつくろう! ゲルダ・ミューラー/作 あすなろ書房

このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ/作 ブロンズ新社

ぬーくぬく 飯野　和好/さく 農山漁村文化協会

ともだちのまほう 北川　チハル/作 あかね書房

あそぼう、けん玉 日本けん玉協会/編著 ﾍﾞー ｽﾎﾞー ﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ/社

小学生の電子レンジのおやつマジック 村上　祥子/監修 学研教育出版

かき氷 細島　雅代/写真 岩崎書店

あおいカエル 長田　真作/え リトルモア

このよでいちばんはやいのは ロバート・フローマン/原作 福音館書店

おばあさんのしんぶん 松本　春野/文・絵 講談社

エルトゥールル号の遭難 寮　美千子/文 小学館クリエイティブ

レイチェル エイミー・エアリク/文 BL出版

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ ホセ・ムヒカ/著 汐文社

ぼくは、チューズデー ﾙｲｽ･ｶﾙﾛｽ･ﾓﾝﾀﾙﾊﾞﾝ/文 ほるぷ出版

穴 スイス・サッカー/作 講談社

はじめてであうシートン動物記 アーネスト・トムソン・シートン/原作 フレーベル館

夏に読んでほしいおすすめ本・リスト夏に読んでほしいおすすめ本・リスト夏に読んでほしいおすすめ本・リスト夏に読んでほしいおすすめ本・リスト

戸棚戸棚戸棚戸棚のののの中中中中にににに忘忘忘忘れられられられら

れてれてれてれて、、、、ひからびてしまっひからびてしまっひからびてしまっひからびてしまっ

たまんじゅうじいさんたまんじゅうじいさんたまんじゅうじいさんたまんじゅうじいさん。。。。

「「「「わしをわしをわしをわしを食食食食べるものはいべるものはいべるものはいべるものはい

ないのかないのかないのかないのか」」」」とととと怒怒怒怒ってってってって飛飛飛飛

びびびび出出出出したしたしたした。。。。おおおお腹腹腹腹をすかをすかをすかをすか

せたせたせたせた猫猫猫猫がががが「「「「ぼくがぼくがぼくがぼくが食食食食べべべべ

ますますますます」」」」とととと言言言言って・・・って・・・って・・・って・・・。。。。

『『『『まんじゅうじいさんまんじゅうじいさんまんじゅうじいさんまんじゅうじいさん』』』』
あらいあらいあらいあらい ゆきこゆきこゆきこゆきこ////作作作作・・・・絵絵絵絵 絵本塾出版絵本塾出版絵本塾出版絵本塾出版

『『『『このあとどうしちゃおうこのあとどうしちゃおうこのあとどうしちゃおうこのあとどうしちゃおう』』』』
ヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ シンスケシンスケシンスケシンスケ////作作作作 ブロンズブロンズブロンズブロンズ新社新社新社新社

死死死死んだおじいちゃんんだおじいちゃんんだおじいちゃんんだおじいちゃん

のののの部屋部屋部屋部屋をををを掃除掃除掃除掃除していたしていたしていたしていた

らららら「「「「このあとどうしちゃおこのあとどうしちゃおこのあとどうしちゃおこのあとどうしちゃお

うううう」」」」とととと書書書書かれたノートがかれたノートがかれたノートがかれたノートが

出出出出てきて・・・てきて・・・てきて・・・てきて・・・。。。。死死死死んだらどんだらどんだらどんだらど

うなるうなるうなるうなる？？？？どうしたいどうしたいどうしたいどうしたい？？？？生生生生

きてるきてるきてるきてる間間間間にににに考考考考えようえようえようえよう！！！！

1111本目本目本目本目

「アニメ文学館」より「アニメ文学館」より「アニメ文学館」より「アニメ文学館」より

『『『『怪談怪談怪談怪談』『』『』『』『高野聖高野聖高野聖高野聖』』』』 １５時～１５時～１５時～１５時～15151515時５０分時５０分時５０分時５０分 怖さ怖さ怖さ怖さ ★★★★

2222本目本目本目本目

『『『『ぞくり。ぞくり。ぞくり。ぞくり。』』』』 １６時～１６時～１６時～１６時～17171717時３０分時３０分時３０分時３０分 怖さ怖さ怖さ怖さ ★★★★★★★★★★★★

入場券はありません。

ご希望の上映時間に合わせて、ご来館ください。

～ ことばで遊ぶ 表現してみる ～

能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館ではではではでは、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ特別企画特別企画特別企画特別企画としてとしてとしてとして「「「「おおおお

はなしをつくろうはなしをつくろうはなしをつくろうはなしをつくろう」」」」講座講座講座講座をををを開開開開きますきますきますきます。。。。

ことばことばことばことば遊遊遊遊びなどをびなどをびなどをびなどを通通通通してしてしてして、、、、おはなしづくりをおはなしづくりをおはなしづくりをおはなしづくりを

楽楽楽楽しんでみませんかしんでみませんかしんでみませんかしんでみませんか。。。。

『『『『小鳥小鳥小鳥小鳥』』』』第第第第１２１２１２１２号号号号へのへのへのへの応募作品応募作品応募作品応募作品もできるはずもできるはずもできるはずもできるはず！！！！

1111回目回目回目回目 8888月月月月 8888日日日日（（（（月月月月））））

2222回目回目回目回目 8888月月月月22222222日日日日（（（（月月月月））））

どちらもどちらもどちらもどちらも 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～11111111時時時時30303030分分分分

『『『『おばあさんのしんぶんおばあさんのしんぶんおばあさんのしんぶんおばあさんのしんぶん』』』』
松本松本松本松本 春野春野春野春野////文文文文・・・・絵絵絵絵 講談社講談社講談社講談社

どうしてもどうしてもどうしてもどうしても新聞新聞新聞新聞がががが読読読読

みたくてみたくてみたくてみたくて配達配達配達配達をををを始始始始めたてめたてめたてめたて

つおにつおにつおにつおに、、、、いつもいつもいつもいつも新聞新聞新聞新聞をををを読読読読

ませてくれたませてくれたませてくれたませてくれた老夫婦老夫婦老夫婦老夫婦。。。。時時時時

がたちがたちがたちがたち、、、、おじいさんにおじいさんにおじいさんにおじいさんに次次次次

いでおばあさんもいでおばあさんもいでおばあさんもいでおばあさんも亡亡亡亡くなっくなっくなっくなっ

たたたた時時時時、、、、てつおはてつおはてつおはてつおは思思思思いがけいがけいがけいがけ

ないないないない事実事実事実事実をををを知知知知る・・・る・・・る・・・る・・・。。。。

夏休み 特別講座8月のふれあい広場

「「「「真夏真夏真夏真夏のののの怖怖怖怖～～～～いいいい映画会映画会映画会映画会」」」」

平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年8888月月月月27272727日日日日（（（（土土土土））））

キャリア・スタート・ウィークキャリア・スタート・ウィークキャリア・スタート・ウィークキャリア・スタート・ウィーク

８月２２日（月）～２６日（金）８月２２日（月）～２６日（金）８月２２日（月）～２６日（金）８月２２日（月）～２６日（金）
※※※※２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））はははは休館日休館日休館日休館日のためおのためおのためおのためお休休休休みですみですみですみです。。。。

市内中学校市内中学校市内中学校市内中学校2222年生年生年生年生によるによるによるによる、、、、職場体験学習職場体験学習職場体験学習職場体験学習がありますがありますがありますがあります。。。。

能美図書館能美図書館能美図書館能美図書館にもにもにもにも実習実習実習実習にににに来来来来ますのでますのでますのでますので、、、、見見見見かけたらかけたらかけたらかけたら暖暖暖暖かくかくかくかく見見見見

守守守守ってくださいねってくださいねってくださいねってくださいね。。。。

本のお楽しみ袋本のお楽しみ袋本のお楽しみ袋本のお楽しみ袋 好評貸出中好評貸出中好評貸出中好評貸出中

ラッピングされたラッピングされたラッピングされたラッピングされた袋袋袋袋のののの中中中中にはにはにはには、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ個性的個性的個性的個性的

なテーマでなテーマでなテーマでなテーマで集集集集めためためためた本本本本がががが３３３３冊入冊入冊入冊入っていますっていますっていますっています。。。。何何何何がががが

入入入入っているかはっているかはっているかはっているかは、、、、帰帰帰帰ってからのおってからのおってからのおってからのお楽楽楽楽しみしみしみしみ！！！！

自分自分自分自分ではではではでは見落見落見落見落としていたとしていたとしていたとしていた本本本本やややや、、、、日日日日ごろはごろはごろはごろは手手手手をををを

出出出出さないさないさないさない本本本本とのとのとのとの出会出会出会出会いがあるかもいがあるかもいがあるかもいがあるかも。。。。

大人用大人用大人用大人用とととと子子子子どもどもどもども用用用用がありますがありますがありますがあります。。。。

ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はおはおはおはお早早早早めにめにめにめに！！！！

（（（（カウンターカウンターカウンターカウンター横横横横にににに置置置置いていますいていますいていますいています））））

夏休夏休夏休夏休みみみみ期間中期間中期間中期間中、、、、１１１１階階階階のののの机机机机がいっぱいがいっぱいがいっぱいがいっぱい

のののの場合場合場合場合はははは2222階研修室階研修室階研修室階研修室をををを、、、、自習室自習室自習室自習室としてとしてとしてとして

開放開放開放開放しますしますしますします。。。。宿題宿題宿題宿題・・・・・・・・自習自習自習自習にごにごにごにご利用利用利用利用くださくださくださくださ

いいいい。。。。

※※※※ただしただしただしただし、、、、図書館図書館図書館図書館のののの行事等行事等行事等行事等でででで、、、、2222階階階階をををを

使使使使えないえないえないえない場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。

「「「「本本本本でめぐるでめぐるでめぐるでめぐる 江田島江田島江田島江田島 しましまスタンプラリーしましまスタンプラリーしましまスタンプラリーしましまスタンプラリー」」」」

はははは、、、、 ９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））

にににに、、、、実施実施実施実施しますしますしますします。。。。 おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！

【【【【参考参考参考参考】】】】
『『『『ＦｕｎＬｏｏｍＦｕｎＬｏｏｍＦｕｎＬｏｏｍＦｕｎＬｏｏｍレッスンレッスンレッスンレッスンＢＯＯＫＢＯＯＫＢＯＯＫＢＯＯＫ』』』』 日本日本日本日本ヴォーグヴォーグヴォーグヴォーグ社社社社
『『『『カラフルアクセサリーカラフルアクセサリーカラフルアクセサリーカラフルアクセサリー＆＆＆＆モチーフモチーフモチーフモチーフ』』』』 日本日本日本日本ヴォーグヴォーグヴォーグヴォーグ社社社社
『『『『できるできるできるできる！！！！かわいいかわいいかわいいかわいい！！！！ひとりでできるひとりでできるひとりでできるひとりでできる！！！！
カラフルゴムのアカラフルゴムのアカラフルゴムのアカラフルゴムのアｑｑｑｑバンドアクセサリーバンドアクセサリーバンドアクセサリーバンドアクセサリー』』』』寺西恵里子寺西恵里子寺西恵里子寺西恵里子////著著著著
⇒⇒⇒⇒すべてすべてすべてすべて児童児童児童児童ですですですです。。。。


