
ジャンル 書名 著作者など

火影に咲く 木内　昇/著

平城京 安部　龍太郎/著

向こう側の、ヨーコ 真梨　幸子/著

火のないところに煙は 芦沢　央/著

別れ際にじゃあのなんて、悲しいこと言うなや 黒瀬　陽/著

俠（おとこ）飯　4　魅惑の立ち呑み篇 福澤　徹三/著

手のひらの音符 藤岡　陽子/著

最後の晩ごはん　10　かけだし俳優とピザトースト 椹野　道流/著

隠密同心　1～3 小杉　健治/著

ちからこぶ　（あきんど百譚　4） 佐々木　裕一/著

信義の雪　（沼里藩留守居役忠勤控　1）ほか2冊 鈴木　英治/著

夢の女　（取次屋栄三　17） 岡本　さとる/著

原爆　－広島を復興させた人びとー 石井　光太/著

武士の日本史 高橋　昌明/著

日本のドン　血と弾丸の抗争 大下　英治/著

自衛隊と憲法 木村　草太/著

雪ぐ人 佐々木　健一/著

佐々木正美の子育て百科 佐々木　正美/著

ＨＳＣの子育てハッピーアドバイス 明橋　大二/著

できたくんのできできできた～　（ＤＶＤつき） できたくん/著

花の立体カード やまもと　えみこ/著

今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる！口金＆持ち手つけ 中嶌　有希/著

ディズニー今すぐ使いたい布バッグ ブティック社/出版

「現代町家」という方法 趙　海光/著

誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書 清泉　亮/著

料理 定年ごはん 山田　玲子/著

ばぁば、９３歳。暮らしと料理の遺言 鈴木　登紀子/著

６０歳からは「小さくする」暮らし 藤野　嘉子/著

エッセイ しない。 群　ようこ/著

ぼんやきゅう 長谷川　義史/絵

いたずらひつじとおおかみのけがわ ふじお　けんた/作

わたしの「やめて」 塚本　やすし/絵

カメレオンカメラ おくはら　ゆきえ/著

あのこヘンナコ ワダ　アスカ/さく・え

すいぞくかんのおいしゃさん　（かがくのとも） 大塚　美加/ぶん

鉄道にっぽん！４７都道府県の旅 山崎　友也/監修

牛乳パックで作るミニチュア家電 佐藤　京子/著

レッツのふみだい ひこ・田中/さく

シンデレラのねずみ 斉藤　洋/作

本屋さんのルビねこ 野中　柊/作

こだぬきコロッケ ななもり　さちこ/作

社会

手芸

産業

生活

よみもの

小説

小説
（文庫）

歴史

育児

えほん

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

４日（土） 午前１０時３０分～

ママと赤ちゃんのおはなし会

○ 読書会
１７日（金） 午後１時３０分～３時３０分

『眉山』さだ まさし/著を読み、 DVD鑑賞

○ふれあい広場

２5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。

今月は

「おはなしレストラン」①②「アート」「ＮＬＳ」

は、お休みです。

１６６号 平成３０年８月1日

○能美図書館○

７月に注文している本 （未入荷あり）

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

※９月は祭礼があるため、２２日（土）を臨時休館とし、

代わりに２４日（振替休日）を開館します。

７月に西日本各地を襲った豪雨。江田島市内でもあちこちに被害をもたらしました。その片づけも終わらぬまま、全

国的な猛暑に包まれた今年の夏。 大雨や土砂崩れの恐ろしさ、自然災害の前に対する人間の無力さを痛感しま

した。また、それと同時に水の大切さ、支え励ましてくれる人の優しさを、改めて感じさせられました。

能美図書館では、断水によりお手洗いを利用することができず、大変ご不便をおかけしました。

また、配達遅延の影響による、新刊本の入荷遅れ、閲覧室のエアコン故障などのアクシデントで、利用者の皆様

に大変ご迷惑をおかけしています。完全な復旧に向けて、多くの方にご尽力いただいておりますので、今しばらくお待

ちくださいますよう、ご理解をお願いいたします。

『別れ際に

じゃあのなんて、

悲しいこと

言うなや』

黒瀬 陽/著

早川書房/出版

1996年の広島。

中2のぼくはクラスの

序列の底辺だった

けど親友がいた。タ

イ人の同級生クルン

と「エヴァンゲリオン」

を通じ絆が深まる中、

女の子にモテるため

「イケとる化計画」を

実行し…。90年代

に捧げる青春小説。

『こだぬきコロッケ』

ななもりさちこ/作

こぐま社/出版

化けるのが下手

で、しかられてばか

りのポン吉。ある日、

昼寝をしているポン

吉を見て、腹ぺこ

のオオカミがコロッ

ケとまちがえてかぶ

りつき…。本を読む

のがちょっと苦手な

子も楽しく読めるお

はなし。

読んでみて！

お詫び

７月の豪雨災害により、配送に関する混乱が続き、納品が遅れています。

利用者の皆様には、たいへんご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきま

すようお願いいたします。

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

この度、西日本で発生した豪雨により被災された皆さまに、

心よりお見舞い申し上げます。



夏が来た　 　　　　　　　　　　　　　　羽尻 利門/作 　　　能美

くらやみのゾウ　　　　　　　　　　　　　ルーミー/原作 　　　能美

オレ、カエルやめるや　　　　　　　　　デヴ・ペティ/ぶん 　　　能美

ねこすけくん なんじにねたん？ 　　　 三池 輝久/監修 　　　能美

ともだちやもんな、ぼくら　　　　 　　　　くすのき しげのり/作 　 　江田島

たいふうのひ　　　　　　　　　　　　　　武田 美穂/作 　　　大柿

オニのきもだめし　　　　　　　　　　　　岡田 よしたか/作 　　　大柿

うちゅうはきみのすぐそばに　　　　　　　いわや けいすけ/さく 　　　大柿

わたしはヴァネッサと歩く　　　　　　　　ケラスコエット/作・絵 　　　能美

空をつくる　　　　　　　　　　　　　　　　村尾 亘/作・絵 　　　能美

うそみーるめがね　　　　　　　　　　　　いわむら かずお/文・絵 　　　能美

おなかのなかで　　　　　　　　　　　　島野 雫/作・絵 　 　江田島

泣けるいきもの図鑑　　　　　　　　　　今泉 忠明/監修 　　　大柿

恋するいきもの図鑑　　　　　　　　　　今泉　忠明/監修 　　　大柿

はじめてみたよ！セミのなぞ　　　　　　新開 孝/写真・文 　　　大柿

ふるいせんろのかたすみで　　　　　　チャールズ・キーピング/作 　　　大柿

ボクはじっとできない　　　　　　　　　　バーバラ・エシャム/文　　　大柿

わたしのげぼく　　　　　　　　　　　　　 上野 そら/作 　　　大柿

漫画君たちはどう生きるか　　　　 　　吉野 源三郎/原作 　　　能美

そうだったのか！しゅんかん図鑑　　　伊知地 国夫/写真 　　　能美

ガラスのなかのくじら　　　　　　　　　　トロイ・ハウエル/作 　　　能美

１０歳の質問箱　続　　　　　　　　　　鈴木 のりたけ/絵 　　　能美

外来生物ずかん　　　　　　　 　　　　五箇 公一/監修 　　　能美

わたしたちの「無言館」　　　　 　　　　窪島 誠一郎/作 　 　江田島

むのたけじ１００歳のジャーナリストからきみへ　　むの たけじ/著 　 　江田島

わたしの空と五・七・五　　　　　　　　森埜 こみち/作 　　　大柿

もうひとつのＷＯＮＤＥＲ　　　　　　 　　　Ｒ．Ｊ．パラシオ/作 　　　大柿

となりの火星人　　　　　　　   　　　　工藤 純子/著 　　　大柿

『火のないところに煙は』　　　　　　　芦沢　央/著

『広島の怖い話』　　　　　　　　　　　　寺井　広樹/著

『怪談四代記』　　　　　　　　　　　　　 小泉　凡/著

『ＦＫＢ話　饗宴』　　　　　　　　　　　　平山　夢明ほか/著

『おうちのなかはおばけがいっぱい』　　山口　理/文

『女たちの怪談百物語』　　　　　　　　東　雅夫/監修

『黒い百物語』　　　　　　　　　　　　　　福澤　徹三/著

『刑務所の怪談』　　　　　　　　　　　　 坂本　敏夫/著

『てのひら怪談　百怪繚乱篇』　　　　　加門　七海/編

『眠れぬ江戸の怖い話』　　　　　　　　支倉　槙人/著

『番町皿屋敷』　　　　　　　　　　　　　四代目旭堂南陵/編

『恐怖の５分間心霊スポットへようこそ　さまよう亡霊編』　　山口　理/作

低学年

中学年

高学年

８月の

ミニ図書館

今月の運転手は

レモンくん♪

「待っててね！」

８月 １日（水）
１５日（水）

三高会館
１１時～１２時

わたしのいちおし （１１５）

子ども司書がおすすめする

「平和について考える本」

『まっ黒なおべんとう』 児玉辰春/作

『ひろしまのピカ』 丸木俊/え・文

『かわいそうなぞう』 つちやゆきお/ぶん

能美図書館で実習をしている子ども司書（小５）の選んだ

「平和について考える本」です。

絵本コーナー横の窓際に、平和について考える本のコー

ナーを設け、ポップで紹介しています。ぜひ読んでみて！

今月の 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 （予約で取り寄せることができます。）

『くらやみのゾウ』

ルーミー/原作

評論社

遠いインドから、ふしぎな生きものをつ

れてきたアフマド。くらやみの中で生きも

のに触った村人たちは、「ヘビのようだ」

「木のみきみたいだ」「まるで、うちわだ」

と言い争い…。ペルシャのふるい詩をも

とにしたゆかいなお話。

『わたしは

ヴァネッサと歩く』

ケラスコエット/作・絵

岩崎書店

ヴァネッサという女の子が転校してきた。

いつもひとりぼっち。いじめる子までいる。

このままでいいの? ある朝、勇気を出し

てヴァネッサの家へと向かうと…。ひとり

の子どもの小さな勇気を描いた、文章

のない、絵を読む絵本。

『外来生物ずかん』

五箇所 公一/監修

ほるぷ出版

子どもに身近な種を中心に、代表

的な外来生物90種とそれに関わる生き

もの、合わせて120種以上を、さまざまな

問題点とともに紹介。豊富な写真とイラ

ストで身近な環境問題について楽しく

学べる図鑑。

キャリア・スタート・ウィーク

８月２０日（月）～２４日（金）
※２3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。あたたかく見守ってくださいね。

江田島市 ４図書館（室）共同企画

図書館の本を３０冊読んで、記念品をもらおう！

本でめぐる 「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

図書室で、３０冊の本を借りてスタンプを集めた方、先着５００

名様に、記念品を差し上げます。

今年の記念品は、オリジナルバッグです。スタンプラリーの台

紙は、各図書館においてあります。ぜひチャレンジしてください。

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。

～９/３０（日）まで！

【お詫び】

７月７日に予定していたふれ

あい広場「七夕コンサート」は、

豪雨災害のため、中止とさせ

ていただきました。

楽しみにしていた市民の皆さ

ま、何カ月も前から準備・練

習してこられたＮＬＳメンバーの

皆さまには、大変ご迷惑をお

かけしました。

今回できなかったコンサート

は、いつかまたお披露目でき

る日がくると思いますので、

待っていてくださいね。

こんな本があります！ 怪談

８月のふれあい広場

真夏の怖～い映画会

８月２５日（土）

〇１５：００～１６：００

子ども向けホラーアニメ

「日本の昔ばなし」 （全８話）

〇１６：１５～１７：５５

大人向け実写ホラー

「真夜中の怪談～最恐実話」 （全１７話）

◆ 家族で読書を ◆

時間がたくさんある夏休みには、

家族で読書をしませんか。１冊の本

をみんなで読んで感想を話したり、

家族いっしょの読書タイムを作った

り・・・。お家の方が、子どものころに

好きだった本を紹介するのもいいで

すね。ぜひ図書館をご活用ください。

入場券も予約も

いらないよ。

みんなで来てね。

今年は２色！

数に限りがあるので、

お早めに！


