
ジャンル 書名 著作者など

絶望キャラメル 島田　雅彦/著

琴乃木山荘の不思議事件簿 大倉　崇裕/著

六月の雪 乃南　アサ/著

青嵐の坂 葉室　麟/著

長兵衛天眼帳 山本　一力/著

ののはな通信 三浦　しをん/著

未来 湊　かなえ/著

オーダーは探偵に　（１～１０巻） 近江　泉美/著

謎の殺し屋　（蔦屋重三郎事件帖　２） 鈴木　英治/著

群青色の波　（口入屋用心棒　４１） 　　　〃

片えくぼ　（新・知らぬが半兵衛手控帖　５） 藤井　邦夫/著

異郷のぞみし　（空也十番勝負　青春篇　５） 佐伯　泰英/著

情報 AI vs.教科書が読めない子どもたち   新井　紀子/著

滋賀・びわ湖’１９　（まっぷるマガジン） 昭文社/出版

大阪’１９　（まっぷるマガジ） 　　　〃

富士山’１９　（まっぷるマガジン） 　　　〃

女は「政治」に向かないの？ 秋山　訓子/著

ＩＫＩＧＡＩ 茂木　健一郎/著

家族 ぜんりゃくパパへ 講談社/編

女性こそ危ない！女性の脂肪肝がみるみる改善する方法 栗原　毅/著

認知症患者さんの病態別食支援 野原　幹司/著

認知症で使えるサービスしくみお金のことがわかる本 田中　元/著

料理 志麻さんのプレミアムな作りおき 志麻/著

樹脂粘土でつくるときめきミニチュアワンプレート 関口　真優/著

おもしろ動物折り紙 木村　良寿/著

スポーツ スポーツトレーナー絶対になりたい人が読む本 小林　英健/著

母が作ってくれたすごろく アネ=ルト・ウェルトハイム/文

篤姫　（コミック版日本の歴史　６４） 加来　耕三/監修

レッツとネコさん ひこ・田中/さく

しっぽがない！ 犬塚　則久/文

昆虫の体重測定 吉谷　昭憲/文・絵

ざんねんないきもの事典　続々 今泉　忠明/監修

岩合光昭の日本犬図鑑 岩合　光昭/文・写真

あのねあのね えがしら　みちこ/作

どしゃぶり おーなり　由子/ぶん

いいからいいから　５ 長谷川　義史/作

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ　シンスケ/作・絵

シュモーおじさん とがわ　こういちろう/文・絵

小説

小説（文庫）

旅行

よみもの

医学

社会

趣味

絵本

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
①３日（火） 午前１０時～11時30分

「小鳥を読む」「夏のおすすめ」
②１７日（火） 午前１０時～11時３０分

「語りを学ぶ」

○カンガルーくらぶ
7日（土） 午前１０時３０分～

ママと赤ちゃんのおはなし会

〇ふれあい広場
7日（土） 午前１１時～

「七夕コンサート」
※詳しくは中ページをご覧ください。

○読書会
２０日（金） 午後１時３０分～３時

『漂流郵便局』久保田 沙耶/著を読んで

〇NLS（のうみ・ライブラリーシンフォニー）
２１日（土） 午後４時～6時

癒しの音楽のひととき

○アート

２７日（金） 午前１０時～12時

「時を超えたあそびアート」

第１６５号 平成３０年７月1日

７月の行事予定

○能美図書館○
【ＣＤ】

『ＢＥＳＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ』 ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ/歌

『ｊｕｉｃｅ』 Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ/歌

『Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ！！』 ＷＡＮＩＭＡ/演奏

【ＤＶＤ】

『この世界の片隅に』 片淵須直/監督・脚本 こうの史代/原作

『かぐや姫の物語』 高畑勲/監督

『ラプンツェルーあたらしい冒険ー』 トム・コールフィールド/監督

『千年の田んぼ』

石井 里津子/著

旬報社

秘境の離島に日本

最古の田んぼ? いっ

たい誰が? なんのた

めに? 日本海の荒波

の向こうに浮かぶ島、

山口県萩市見島に

刻まれた“奇跡の風

景”の謎を解く。見返

しに地図あり。

中学生の読書感

想文課題図書にも

選定されています。

『またまた

ねえ、どれがいい？』
ジョン・バーニンガム/さく

まつかわ まゆみ/やく

評論社

ラクダのげろ、ゾウ

のおなら、ウシのうん

ち。ねえ、どれがい

い? 「えー、選べな

い!」という声が聞こえ

てきそうな、究極の

選択ばかり。人気絵

本「ねえ、どれがい

い?」の続編。

ぜひ２冊合わせて

読んでみて！

読んでみて！

新着

ＣＤ

DVD

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

◇ ６月に新しく入った本 ◇

能美図書館の１階閲覧室に、

小さな傘の群れが咲きました。



ルラルさんのだいくしごと　　　（江田島） いとう　ひろし/作

きみ、なにがすき？ はせがわ　さとみ/作

なずずこのっぺ？ カーソン・エリス/さく

がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス/文

レイナが島にやってきた！　　　（江田島） 長崎　夏海/作

森のおくから レベッカ・ボンド/作

最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ/作

すごいね！みんなの通学路　　　（大柿） ローズマリー・マーカーニー/文

奮闘するたすく　　　（大柿） まはら　三桃/著

こんぴら狗　　　（江田島） 今井　恭子/作

ぼくとベルさん フィリップ・ロイ/著

クニマスは生きていた！ 池田　まき子/著

一〇五度 佐藤　まどか/著

太陽と月の大地 コンチャ・ロペス＝ナルバエス/著

千年の田んぼ 石井　里津子/著

わたしがいどんだ戦い１０３９年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー/作

車いす犬ラッキー 小林　照幸/著

いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ/著

中学校

高等学校

小学校
５・６年

小学校
３・４年

小学校
１・２年

７月の

ミニ図書館

今月の運転手は

かぼすくん

７月４日（水）
１８日（水）

三高会館
１１時～１２時

７月のふれあい広場

七夕コンサート
7月7日（土） 午前１１時～

能美図書館 １階閲覧室

演奏：NLSの皆さん

（のうみ・ライブラリー・シンフォニー）

期間中、江田島図書館、能美図書館、大柿図書室、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名にトートバッグを差し上げます。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

哲学カフェ 「私にとっての読書」

今回の哲学カフェのテーマは、“わたしにとっての読書”。読書をテーマにファシリテーターの上村さんのもと、

それそれの想いや考えを語り合いました。

参加してくださった方々は基本的に“本を読む人たち”でしたが、本を読むことへの向き合い方は人それぞれ。

子どものころから本が好きで何でも読んできたという方もいれば、

「小学校の時の読書感想文に苦い思い出があって、あまり本を読まない子だった」

「好きな本を読むというより、仕事に必要な資料として読むという時期があった」

「持ち運ぶのが重いから、すべての本をデジタル化してほしい」

といった方も。

「そもそも“読む”ということについて、楽しいから読むのか、それとも必要だから読むのか」

という根本的な問いから、

「出版業界事情や電子書籍などの普及で、いずれ紙媒体の本はなくなるのか」

という問いまで、次々に話題は広がり、とても興味深い対話となりました。

職業も年代もばらばらな人たちの言葉が聞けるのも、哲学カフェの魅力の一つ。図書館職員の考える図書館

サービスと、市民の求める図書館サービスが離れていかないよう、あらためて考えるきっかけとなりました。そして、

利用者がワクワクするような場所でありたいと感じました。

三高町勤務 Ｍさん

『バルバルさん』

乾 栄里子/文

西村 敏雄/絵

福音館書店

バルバルさんの営むとこやに、ある朝ライオンがやってき

て・・・。髪の毛がほしいワニや沼に落ちてどろどろになった

ねずみにもていねいに応えるバルバルさんと、満足して帰っ

てゆく動物たちの様子に、子どもといっしょに毎回楽しくなる

絵本です。ぜひ読んでみて。

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・大柿図書室・沖美公民館図書室 共同企画

開催期間

平成３０年７月９日（月）～９月３０日（日）

第６４回 青少年読書感想文コンクール 課題図書

夏は、図書館で過ごそう！
夏休み期間中（7/21～9/2）能美図書館の１階が満席の場合に限り、

２階研修室を自習のために開放します。カウンターでお申し込みください。

※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。

【展示】

■「星空を見上げよう」・・・１階入口横

～７／１８（水）まで

■今月の作家

「内田 麟太郎」

【曲目】

★星の世界 ★ロンドンデリーの歌

★キラキラ星 ★海ほたる

★美女と野獣 ★虹の彼方に

など

ライアーの美しい音色をお楽しみください。

また、ライアーに実際に触れてみる体験会も予定してい

ます。ご家族おそろいでお越しください。

■ 「平和について考える本」・・・絵本コーナー奥の窓辺

７／２０（金）～８／１５（水）まで

■ 「夏休みの宿題に役立つ本」・・・１階入口横

（自由研究、工作、貯金箱などの本、読書感想文課題図書など）

７／２０（金）～９／２（日）まで

『一〇五度』

佐藤まどか/著

あすなろ書房

都内の中高一貫

校に編入した、中学

3年生の真は椅子オ

タク。超中学生級モ

デラーの梨々とタッ

グを組み、プロダクト

デザインの登竜門

「全国学生チェアデ

ザインコンペ」に挑む

…! 椅子デザイナー

を目指す少年の、熱

い夏の物語。

わたしのいちおし（１１４）


