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ＭＡＤＥ

マスダ　ケイコ/さく・え

実用

あいたくなっちまったよ

ブタのドーナツやさん

とりこしふくろう

まちがいだらけの老人介護

捨てられる銀行　（1.2）

図解身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本

わたしの主人公はわたし

芸術

えほん

ジェズ・オールバラ/作・絵あそぶ！

マーガレット・ワイズ・ブラウン/作

美しいものを

いわい　としお/作

かんたん！おいしい！ジュニアのためのスポーツごはん

国語力大人のテスト１０００

そらの１００かいだてのいえ

花森　安治/画

明治/監修

話題の達人倶楽部/編

１００均手ぬぐいリメイクＢＯＯＫ

レジ袋でできるカラフルなバッグと小物

くらべる値段

書名 著作者など

ランニング・ワイルド

ＡＸ

影裏　（芥川賞受賞作品）

架け橋　ほか（風の市兵衛18～20）

書店ガール　（3～6）

船参宮　（新・酔いどれ小藤次　9）

野良犬　（秋山久蔵御用控　30）

絵本作家６１人のアトリエと道具

はやぶさ新八御用帳　8　春怨根津権現

家族はつらいよ　（1.2）

ちゃんぽん食べたかっ！　（上下）

論戦　２０１７　頼るな、備えよ

橋本　卓典/著

左巻　健男/編著

細川　貂々/著

ブティック社/出版

ｐｏＲｉｆｆ/著

おかべ　たかし/文

玄光社/出版

ＣＤ

ＤＶＤ
釣りバカ日誌　19

動物の赤ちゃん　ドキドキ編

動物の赤ちゃん　ワクワク編

釣りバカ日誌　18

ＢＩＧＢＡＮＧ/歌

きかんしゃトーマス　入門編

きかんしゃトーマス　ソドー島ツアー　ビックリ！ハプニング編

小説

小説
（文庫）

パソコンとインターネットの「わからない！」をぜんぶ解決する本

しま山１００選 ネイチュアエンタープライズ/出版

日本山岳ガイド協会/編日本百低山

櫻井　よし子/著

船瀬　俊介/著

平岩　弓枝/著

山田　洋次/原案

さだ　まさし/著

堂場　瞬一/著

伊坂　幸太郎/著

沼田　真佑/著

辻堂　魁/著

碧野　圭/著

佐伯　泰英/著

藤井　邦夫/著

旅行

社会

なかえ　よしを/作

きむら　ゆういち/作

谷口　智則/作

滑川　まい/著

羽生　善治/監修

ほしお　さなえ/作

山村　武彦/監修

ショーンほか/歌

羽生善治はじめての子ども将棋

わたしが、もうひとり？

みんなの防災えほん

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/

〇ＮＬＳ
２日（土） 午後４時～６時
「癒しの音楽のひととき」

○おはなしレストラン
① ５日（火）
② １９日（火）
午前１０時～１１時３０分

○ふれあい広場
１０日（日）午後１時３０分～３時３０分
「ことりのえをかこう」
※くわしくは中ページをご覧ください。

○カンガルーくらぶ
１５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
１５日（金） 午後１時３０分～３時
『さかなクンの一魚一会』さかなクン/著

○アート

２２日（金） 午前１０時～１２時

「あそびアートで人の１２感覚を知る」

第１５５号 平成２９年９月１日

９月の行事予定

○能美図書館○

８月にあたらしく入った本

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、

休館日が変わります。

ご注意ください。
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ただいま好評開催中！

～本でめぐる～

しましまスタンプラリー

※９月３０日（土）まで

図書館の本を３０冊読んで、

記念品をもらおう！

『日本百低山』

日本山岳ガイド協会/編

幻冬舎

各都道府県庁所在地

から日帰り圏の山を中心

に、標高1000メートル内外

の低山を紹介する。注意

事項を記した「ガイドの目」

や参考タイム、略地図も収

録。共同通信社配信記

事を書籍化。

『とりこしふくろう』

滑川 まい/著

白泉社

心配性のふくろうじいちゃ

んのもとに、ある晩、一羽

のひよこがやってきました。

じいちゃんはひよこのために、

いろいろと準備をしますが

…。心にちいさな灯りをとも

す、やさしいおはなし。『月

刊MOE』掲載を加筆・再構

成。

読んでみて！



中谷　一泰/著

杉山　孝博/監修

丸尾　多重子/著

右馬埜　節子/著

奥村　歩/著

白沢　卓二/監修 他

桐島　洋子/著

黒柳　徹子/著

他

佐藤　愛子/著

『美しいものを』

『茨木のり子の献立帖』

『初女さんのお漬け物』

暮しの手帖編集部/編

茨木　のり子/著

佐藤　初女/著

『九十歳。何がめでたい』

『媚びない老後』

『トットちゃんとソウくんの戦争』

『ストップ！認知症』

『親の認知症に気づいたら読む本』

『認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ』

『あなたの脳は一生あきらめない！』

『最新ワザ！１００歳までボケない手指体操』

『心がすっと軽くなるボケた家族の愛し方』

９月の

ミニ図書館

今月の運転手は

シーくん

９月 ６日（水）
２０日（水）

三高会館
１１時～１２時

９月のふれあい広場

９月１０日（日） 午後１時３０分～３時３０分

講師：三﨑久美子さん

対象・・・・・・・小学生

定員・・・・１０名（申し込み必要）
★画用紙は図書館で用意します。

えのぐ道具かクレヨンを持ってきてください。

（参加費は無料です）

８月のふれあい広場では、毎年恒例

「真夏の怖～い映画会」を開催しました。
当日の早い時間から、そわそわして待ってくれている子どもたちも、子どもにせがまれてついてきた

大人も、エレベーターで２階に降りたとたん本格的な怖～い飾りつけに固まってしまっていました。で

も、「トイレに行くのが怖いよぉ」と、言いながらも、お兄ちゃんと最後まで全部見た子もいましたよ！

１本目は、子ども向けホラーアニメ『ふるさと再生日本の昔ばなし』で、「のっぺらぼう」や「化け物

使い」「木こりと化け蟹」などの短編アニメ集。 ２本目は、大人向け実写ホラー『恐噺コワバナ』を

上映しました。この映画は、全国から集めた数々の恐怖実話を再現映像化したものが収録されて

います。 上映が終わって電気が点くと、ほっとした顔で帰っていきました。

※上映したDVDは貸出できます。今度はお家で、お楽しみください。

速報！

今年の

図書館フェスタは

１０月１日（日）

開催！
キャリアスタート・ウィーク

今年も、キャリアスタート・ウィークに伴い、能美中学校から

一人、大柿中学校から一人職場体験にやってきました。

利用者として訪れたことはあっても、スタッフとしてお仕事をす

るのは初めてのこと。二人とも最初は緊張している様子でした。

しかし、少しずつ慣れてくると、カウンターの業務や棚の整

理など、考えながら動けるようになってきました。

図書館の仕事は、ただ本を貸したり返してもらうだけではなく、

少しでも来館者に興味を持ってもらえるように展示資料を企

画したり、利用者のレファレンスに対応したり、新しい本を登録

したり・・・。今回中学生が体験したのは、そのようなたくさんの

業務の中のほんの一部ですが、図書館での経験を、これか

らの人生の中で活かしてほしいなと思います。

お疲れさまでした！

今月の展示

『小鳥』の締め切り迫る！

児童文学誌『小鳥』（第１３号）に掲載する作

品の応募締切が迫っています！

９月３０日（土）まで

童話や童謡、おきかえ詩、小鳥の表紙絵など、

たくさんの、個性豊かな作品をお待ちしていま

す！

■ 備えあれば憂いなし

ー認知症について知ろうー

■ 敬老の日 読書のすすめ

ー心ゆたかに生涯読書ー

「本を読むと若くなる」と

いわれます。読書が心の健

康に役立つからです。本を

読むことが、頭の体操にな

るからです。

本を読んでみませんか？

ーお願いー

最近、CDやDVDの破損が増えています。も

しもご自宅で壊してしまった場合には、弁償し

ていただくことになります。ただし、図書館の

DVDは、著作権の利用許可を得ているものし

か使用できないため、通常よりもかなり高額と

なります。

特にお子さんのいる家庭では、取り扱いに

十分注意していただきますようお願いします。

待っててね♪

わたしのいちおし（１０４）

キャリアスタート・ウィークの実習に来てくれた中学生

二藤宏太くんおすすめ

『マララ』 マララ・ユスフザイ/著 岩波書店
教育のために立ち上がり、世界を変えた少女のおはなし。

「マララの勇気ある行動があなたを感動させます」

花岡凌くんのおすすめ

『竜の子太郎』 松谷みよ子/著 講談社
雄大なスケールで日本の民話を再創造した古典的名作。

「果たして子太郎はおっかさんに会えるのでしょうか」


