
ジャンル 書名 著作者など

満月の泥枕 道尾　秀介/著

ドクター・デスの遺産 中山　七里/著

白い標的 樋口　明雄/著

ホサナ 町田　康/著

Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｆａｔｈｅｒ 冲方　丁/著

アンカー 今野　敏/著

潮騒はるか 葉室　麟/著

にらみ　（新・古着屋総兵衛　14） 佐伯　泰英/著

小石川貧乏神殺人事件　（耳袋秘帖殺人事件　22）風野　真知雄/著

居酒屋お夏　７　 岡本　さとる/著

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　5 望月　麻衣/著

人生訓 ありがとうノートのつくり方 中山　庸子/著

歴史 発掘された日本列島　2017 文化庁/編

トリコガイド広島　2017-2018 枻出版社/出版

ゆったり行こう！中国・四国山歩きガイド メイツ/出版

保育 絵本から広がる遊びの世界 樋口　正春/著

教育 １０歳までに身につけたい「座る力」 齋藤　孝/著

経済 小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典 吹田　朝子/著

世界の美しいウミウシ 中野　理枝/監修

ウニはすごいバッタもすごい 本川　達雄/著

日本のかわいい小鳥 鳥くん/監修

４０歳からの不調がみるみる良くなる体の使い方 岡田　慎一郎/著

治療薬インデックス　2017 笹嶋　勝/監修

さっと煮サラダ 冷水　希三子/料理

食パンがあれば 山崎　佳/著

大人絵本 あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ/著

赤い仮面は知っている　ほか　（探偵チームKZ事件ノート） 藤本　ひとみ/原作

ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト/著

ざんねんないきもの事典　続 今泉　忠明/監修

転んでも、大丈夫 臼井　二美男/著

給食室の日曜日 村上　しいこ/作

怪盗レッド　13 秋木　真/作

だじゃれ世界一周 長谷川　義史/作

ねばらねばなっとう 林　木林/作

おたすけこびとのにちようび なかがわ　ちひろ/文

わんぱくだんのおかしなおかしや ゆきの　ゆみこ/作

ちゅうちゅうたこかいな 新井　洋行/作

そらまめくんのはらっぱあそび　 なかや　みわ/さく

うそみーるめがね いわむら　かずお/文・絵

みずのつぶがあつまると 太田　大輔/さく・え

料理

よみもの

絵本

小説

小説（文庫）

旅行

自然科学

医学

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
①４日（火） 午前１０時～11時30分
②１８日（火） 午前１０時～11時３０分

○ＮＬＳ

１５日（土） 午後４時～６時

癒しの音楽のひととき

○カンガルーくらぶ
２１日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分

ママと赤ちゃんのおはなし会

○読書会
２１日（金） 午後１時３０分～３時

『老人と海』ヘミングウェイ/著
ドキュメンタリー映画「老人と海」鑑賞

○ふれあい広場

２２日（土） 午後２時～３時

「海は生き物パラダイス

～クイズに答えてさとうみ博士～」

○アート

２８日（金） 午前１０時～12時

人の１２感覚を知る Part２

第１５３号 平成２９年７月1日

７月の行事予定

○能美図書館○

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

『超高速！参勤交代リターンズ』 （DVD)

江戸幕府から突然、5日以内に参勤せよと命じられ、なんとか参勤を果たし

た湯長谷藩。あとは帰るだけと思ったのも束の間、国元で一揆が勃発したとの

知らせを受ける。行きより帰りはもっとピンチ! 今度は城まで奪われる!?

『１０歳までに

身につけたい

「座る力」』

齋藤 孝/著

ベストセラーズ

座り続ける力は、

生涯にわたる最大

の武器になる! 「ラ

クにまっすぐ座るこ

と」と「机に向かっ

て前傾して座る」と

いう2つを軸にして、

子供に「座る」姿

勢をどう習慣づける

かを紹介。集中力

と持続力で成績は

ぐんぐん伸びる!

『ざんねんな

いきもの事典 続』

今泉 忠明/監修

高橋書店

「ダンゴムシはお

しりから水を飲む」

「オカピの体はオイ

ルでテカテカ」…。

進化の結果、な

ぜかちょっと残念

な感じになってし

まった生き物たちを、

楽しいイラストととも

に紹介する。

読んでみて！

新着

DVD



小学校 　ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子/作

低学年 　なにがあってもずっといっしょ くさの　たき/作

　アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス/作

　すばこ キム　ファン/文

小学校 　くろねこのどん 岡野　かおる子/作

中学年 　空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき/作

　耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン/文

　干したから・・・ 森枝　卓士/写真・文

小学校 　チキン！ いとう　みく/作

高学年 　ぼくたちのリアル 戸森　しるこ/著

　霧のなかの白い犬 アン・ブース/著

　転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由 臼井　二美男/著

中学校 　円周率の謎を追う 鳴海　風/作

　ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト/著

　月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人/作

高等学校 　フラダン 古内　一絵/作

　ストロベリーライフ 荻原　浩/著

　犬が来る病院 大塚　敦子/著

海辺の生きもの カミラ・ド・ベドワイエール/著

いそあそびしようよ！ はた　こうしろう/作

うみのぷかぷか 高久　至/写真

まるごと海の生きもの 木村　義志/監修

瀬戸内圏の干潟生物ハンドブック 恒星社厚生閣／出版

海辺の生物観察図鑑 阿部　正之/写真・文

磯遊びがしたくなる本 こばやし　まさこ/著

会いに行ける海のフシギな生きもの 吉野　雄輔/著

一般

夏休み　特別展示

　夏休みの科学研究や工作、読書感想文の書き方の本など、夏休みの宿題に役立つ本を展示します。

また、7月のふれあい広場にちなんで、海辺の生きものに関する本も展示します。貸出しますので、ぜひ、ご利用ください。

第６３回　青少年読書感想文コンクール　課題図書

子ども

７月の

ミニ図書館

今月の運転手は

レモンくん

７月５日（水）
１９日（水）

三高会館
１１時～１２時

７月のふれあい広場

海は生き物パラダイス

～クイズに答えてさとうみ博士～

７月２２日（土） 午後２時～３時

講師 さとうみ科学館館長、職員のみなさん

対象者：どなたでも 定員：５０人

海辺の生きものについて、実物に触ったり観察したり・・・、さとうみ科学館のスタッフの皆さん

と一緒に、クイズ形式で学びませんか。 夏休みの科学研究のヒントもたっぷり！魚や貝、カ

ブトガニやスナメリなどの標本や写真もあります。

どなたでも参加できますが、定員に限りがあります。

お早めにご予約ください。

シオマネキ

ちゃんも待っ

てるよ♪

夏は

図書館で

過ごそう！

夏休み期間中

（7/21～8/30）

能美図書館の２

階研修室を、１

階が満席の場合、

自習のために開

放します。ご利

用ください。

※ただし、図書

館の行事、行事

準備等で使えな

い場合がありま

す。ご了承くだ

さい。

今年もやります！

「江田島しましまスタンプラリー」
江田島図書館・能美図書館・大柿公民館図書室・沖美公民館図書室 共同企画

開催期間

平成２９年７月１０日（月）～９月３０日（土）

期間中、江田島図書館、能美図書館、大柿公民館図書室、沖美公民館図書室の本、雑誌、まん

がを３０冊読んでスタンプを集めた方に、記念品として、先着５００名にクリアホルダーを差し上げます。ス

タンプラリーの台紙は、各図書館・図書室に置いてあります。ぜひご参加ください。

なお、CD・DVDなどは対象外となります。ご了承ください。また、何度でもチャレンジできますが、記念品

の受け取りは一人１回のみとさせていただきます。

６月のふれあい広場

カンガルーくらぶ・スペシャル 親子でたのしむおはなし会♪

普段はなかなか参加できないパパさんたちも来てくださり、

かわいい笑い声の聞こえる、和やかで楽しいひと時を過ごしました。

【使った本】

『ぺんぎんたいそう』 斎藤槙/さく

『ぞうさんとねずみくん』 なかえよしを/作

『かえるのかさやさん』 戸田和代/作

『まんまるだんごむし』『ありんこありりはくいしんぼう』 今森光彦/写真 （紙芝居）

『ぴょーん』 まつおかたつひで／作・絵 （大型えほん）

『だるまさんが』 かがくいひろし/さく （大型えほん）

その他、エプロンシアターの「あかずきん」や、新聞紙を使ったおはなし「火事だ！」など、いろんなおはなしを楽しみました。

カンガルーくらぶは、毎月第３金曜日（10：30～11：30）に行っています。ぜひお誘いあわせておいでください。

メダカの赤

ちゃんが生ま

れています！

わたしのいちおし （１０２）

沖美町在住 関本久美子さん

『まいにち食べたい“ごはんのような”

ケーキとマフィンの本』

なかしま しほ/著 主婦と生活社

日ごろから、子どもには体にいいものを食べさせたい

と思っています。

著者の「素朴で、かっこつけてなくて、強くなくて、ほっ

とする〈おやつ〉作りたい」という気持ちが表れた、体に

やさしいお菓子ばかりでした。作り方も簡単で、手軽に

作れるところもよかったです。


