
ジャンル 書名 著作者など

嵯峨野花譜 葉室　麟/著

ピアリス 萩尾　望都/著

煌（きらり） 志川　節子/著

薫風ただなか あさの　あつこ/著

深海の寓話 森村　誠一/著

浪人奉行　２ノ巻 稲葉　稔/著

江戸の出版王　（蔦屋重三郎事件帖　1） 鈴木　英治/著

凶賊　（帳尻屋仕置　5） 坂岡　真/著

思案橋　（新・知らぬが半兵衛手控帖　2） 藤井　邦夫/著

夢三夜　（新・酔いどれ小籐次　8） 佐伯　泰英/著

猫が見ていた 湊　かなえ/著

謀　（明屋敷番秘録） 鈴木　英治/著

子や孫にしばられない生き方 河村　都/著

専業主婦が就職するまでにやっておくべき８つのこと 薄井　シンシア/著

９９％の日本人がわかっていない国債の真実 高橋　洋一/著

拉致と日本人 蓮池　透/著

自然科学 世界で一番美しいクラゲの図鑑 リサ=アン・ガーシュウィン/著

最新科学で解き明かす最高の睡眠 洋泉社/出版

ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑 大橋　順/日本語版監修

毎日のホーローレシピ 真藤　舞衣子/著

夢をかなえるノンシュガーパフェ 今井　洋子/著

作りおきサラダＳＰＥＣＩＡＬ 主婦の友社/出版

食べてしあわせひんやりスイーツの本 主婦の友社/出版

ひんやりデザートＢＥＳＴ２００ 枻出版社/出版

かご・バッグ・ねこのおうち 尾上　みち子/著

日本懐かし鉄道大全 櫻田　純/著

都市情景の正しい撮り方 学研プラス/出版

レゴランド・ジャパン得口コミ！徹底攻略ガイド 東海テーマパーク研究会/著

言語 大人の語彙力が使える順できちんと身につく本 吉田　裕子/著

ゆかいなゆうびんやさん ジャネット・アルバーグ/作

学校ななふしぎ 斉藤　洋/文

ゆびさしな～に？ とよた　かずひこ/著

おこらせるくん のぶみ/さく

こらっ、どろぼう！ ヘザー・テカヴェク/さく

ばけバケツ 軽部　武宏/作

はくぶつかんのよる イザベル・シムレール/文・絵

おふろでなんでやねん 鈴木　翼/文

バスていよいしょ 重松　彌佐/作

ヒロシマのいのち 指田　和/著

こどもクッキングはじめてバイブル 祐成　二葉/著

ストップ！ゲーム依存　１～３ 藤川　大祐/監修

みんなが知りたい！日本の「絶滅危惧」動物がわかる本 今泉　忠明/監修

小説

小説
（文庫）

人生訓

社会

医学

料理

趣味

えほん

よみもの

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/

８月の行事予定

〇 カンガルーくらぶ

１８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
１８日（金） 午後１時３０分～３時３０分

『沈黙』遠藤周作/著を読み、 DVD鑑賞

○ふれあい広場

２６日（土） 午後３時～５時３０分

「真夏の怖～い映画会」

※くわしくは中ページをご覧ください。

今月のおはなしレストラン①②と、

ＮＬＳ、アートはお休みです。

１５４号 平成２９年８月1日

○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

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

※９月は祭礼があるため、１６日（土）１７日（日)を休館

とし、代わりに18日（祝）２１日（木）を開館します。

暑さも本番の8月。夏バテしていませんか？

江田島市の図書館・室は、今年も「ひろしまクールシェア」に参加しています。「ひろしまクールシェア」とは、県民の方

にご自宅のエアコンを消して、公共施設、商業施設などにお出かけしていただくことで、省エネにつなげる取り組みです。

涼しい場所はみんなのもの。みんなでいっしょに涼めば、家計のためにも地球のためにもなります。

チラシやポスターのQRコードから特設サイトにアクセスし、アンケートに答えると、抽選でプレゼントが当たります！

お家のエアコンは消して、涼しい図書館で過ごしましょう。

平成２９年 7月１７日（月）

～９月２２日（金）

『世界で一番美しい

クラゲの図鑑』
リサ＝アン・ガーシュウィン/著

エクスナレッジ/出版

クラゲ研究の第

一人者が、不思議

な魅力をもつ50種

のクラゲによって自

然史と生物学を詳

しく解説。急速に変

化し悪化しつつある

海洋環境とクラゲ

との関係についても

考察する。色鮮や

かで美しいカラー

写真が満載。

『ばけバケツ』
軽部 武宏/作

小峰書店

バケツがころんで、

みずたまりができた。

そこへ、ヤマネコや

フクロウ、いしころ、

ゾウ、オオカミなどが、

つぎつぎとあらわれて

…。妖しく美しい月

夜の不思議な出来

事を描いたおばけ絵

本。

読んでみて！

この他にも、毎週新しい本が入っています。

ご自宅のパソコンなどからも、資料検索やインターネット予約ができますのでご利用ください。



かえるのじいさまと　あめんぼおはな 　　 深山　さくら/作

低学年

中学年

高学年

あおのじかん　　　　　　　　　　　　　　　　イザベル・シムレール/文・絵

ゆうだちのまち　　　　　　　　　　　　　　　 杉田　比呂美/作

またおこられてん　　　　　　　　　　　　　 小西　貴士/作

わたしのこねこ　　　　　　　　　　　　　　　澤口　たまみ/文

としょかんライオン　　　　　　　　　　　　　 ミシェル・ヌードセン/さく

はまべでひろったよ　　　　　　　　　　　　 ひさかたチャイルド/出版

おもいのたけ　　　　　　　　　　　　　　　  きむら　ゆういち/ぶん

ライオンのひみつ　　　　　　　　　　　　　 マーガレット・ワイルド/文

ウォーターハウス・ホーキンズの恐竜　　バーバラ・ケアリー/文

あたまにつまった石ころが　　　　　　　　 キャロル・オーティス・ハースト/文

視覚ミステリーえほん　　　　　　　　　　　ウォルター・ウィック/作

さかなクンの一魚一会　　　　　　　　　　さかなクン/著・イラスト・題字

５１世界で一番小さく生まれたパンダ　　張　雲暉/文

ふくはなにからできてるの？　　　　　　　 佐藤　哲也/文

ほんとうのことをいってもいいの？　　　　 パトリシア・C．マキサック/文

ウソのような現実の大図鑑　　　　       アンドレア・ミルズ/著

ざんねんないきもの事典　　　　　　　　　今泉　忠明/監修

ドームがたり　　　　　　　　　　　　　　　　 アーサー・ビナード/作

アームストロング　　　                      トーベン・クールマン/作

だれも知らない小さな国　　　　　　　　　佐藤　さとる/作

きりのなかのかくれんぼ　　　　　　　　　　A．トレッセルト/文

１歳から１００歳の夢　　　                日本ドリームプロジェクト/編

生きる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 谷川　俊太郎/詩

モモ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ミヒャエル・エンデ/作

憲法くん　　　　　　　　　　　　　　　　　　松元　ヒロ/作

盲導犬クイールの一生　　　　　　　　　 石黒　謙吾/文

顔ニモマケズ　　　　　　　　　　　　　　　水野　敬也/著

８月の

ミニ図書館

今月の運転手は

バレンシアちゃん♪

８月 ２日（水）
１６日（水）

三高会館
１１時～１２時

わたしのいちおし （１０３）

子ども司書５人のおすすめ本

『与謝野晶子』 （289シ）

『小公女セーラ』 （933バ）

『赤毛のアン』 （933モ）

『バムとケロのそらのたび』 島田ゆか/作・絵 （Ｅシ）

『こども電車』 岡田潤/作・挿画 （Ｆオ）

能美図書館で実習をしている、5人の子ども司書（小５）のすすめる本

です。魅力的な女性の生涯がわかりやすく描かれている偉人伝や、同

じ年頃の子どもたちを描く物語、見ているだけでワクワクする絵本など、

それぞれに選んでくれました。

ミニコーナーを設け、ポップで紹介します。ぜひ読んでみて！

今月の

展示

〇 自由研究・科学研究・工作の本 〇 平和を考える本

〇 夏に読んでほしいおすすめ本 〇 読書感想文・課題図書

小学生に、夏に読んでほしいおすすめ本・リスト
『またおこられてん』

かあちゃんに、毎日

おこられてばかりのけん

ちゃん。ちらかしていると

「かたづけや〜!」、ご飯

をのこすと「またこんな

のこして〜」とおこられま

す。でも、とうちゃんがお

ふろで話してくれたのは

…。

『視覚ミステリーえほ

ん』

黄色い紙にのった4

枚の白い紙。実は、黄

色い紙に穴があいて

いるだけなのです。光

や角度を調節すること

で、不思議な錯覚の

世界をつくりだす絵本。

『アームストロング』

毎晩、望遠鏡をのぞ

く小ネズミは、月は丸い

大きな岩だと発見した。

でも、他のネズミたちは

月はチーズだと考えて

いた。ある日、小ネズミ

のもとにスミソニアン博

物館から手紙がとどい

て…。小さなネズミが

宇宙へ飛ぶ物語。

キャリア・スタート・ウィーク

８月２１日（月）～２５日（金）
※２４日（木）は休館日のためお休みです。

市内中学校２年生による、職場体験学習があり

ます。能美図書館にも、２名の生徒が実習に来ま

す。見かけたら、あたたかく見守ってくださいね。

本のおたのしみ袋 好評貸出中！

一つのテーマの本が３冊ずつ入った、本の

お楽しみ袋。何が入っているかはお楽しみな

ので、今まで読んだことのないジャンルや作家

との出会いも！

テーマは定期的に変わっています。

本でめぐる

江田島 しましまスタンプラリー

～９/３０（土）まで

江田島図書館・能美図書館・大柿公民館図書室・沖美

公民館図書室で、３０冊の本を借りてスタンプを集めた方に、

記念品を差し上げます。

今年は、オリジナル・クリアホルダーです。スタンプラリーの

台紙は、各図書館においてあります。

なお、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。

８月のふれあい広場

「真夏の怖～い映画会」
８月２６日（土）

① 『ふるさと再生 日本の昔ばなし』（全８話） 怖さ ★

１５：００～１６：００
② 『恐噺（コワバナ）』（全５話） 怖さ ★★★

１６：３０～１７：３０

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。

子ども司書が大活躍！

今年も、市内の小学生が、子

ども司書の勉強をしています。

子ども司書は、友達やまわりの

人に本を読む楽しさを伝えるリー

ダーです。そのために、まずは分

類や本の並べ方を学んだり、図

書館のカウンターで貸し出しや

返却の処理を習ったりしています。

今後も何度か実習があります。

見かけたら、あたたかく見守ってく

ださいね。

さとうみさんと、かわいい仲間たち来館！

７月のふれあい広場では、さとうみ科学館のみなさんに来ていただき、海

辺の生きものや、その生きものたちが暮らしている環境のことを、クイズ形式

でたくさん教えてもらいました！

例えば、カブトガニのオスとメスの違いって何？ヤドカリの身体はどっち巻

き？タツノオトシゴやウツボって魚なの・・・？

私たちの住む江田島市は、海に囲まれた自然豊かな島ですが、ずっと

住んでいても知らなかったことがたくさんありました。江田島で見つかった、

「エタジマ」という名前の入ったヤドカリもいるんですよ！

また、ヒトデやヤドカリ、ナマコなどを間近で見せてもらうだけでなく、実際に

手で触れて観察しました。こわがる子どももいましたが、みんな目だけは興味

津々。最後には、カブトガニも登場！昔からほとんど形が変わらず、生きた

化石とも言われる、貴重なカブトガニ。そんな生きもののいる江田島市の海

を、大切にしていきたいですね。

さとうみのスタッフの皆さま、ありがとうございました。

★能美図書館では、海辺の生きものたちに関する本を８／３０まで展示して

います。

本を見て、夏の海へ出かけてみませんか


