８月にあたらしく入った本
ジャンル

小説

第１６７号 平成３０年 ９月１日
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（日）まで
図書館の本を３０冊読んで、記念品をもらおう！
９月の行事予定
〇カンガルーくらぶ
１日（土） 午前１０時３０分～
「ママと赤ちゃんのおはなし会」

今年は２色！ ただし、
先着５００名までなので、
早めにゴールを目指してね！

○おはなしレストラン
① ４日（火） 「旅に出よう」
② １８日（火） 「語りを学ぶ」
午前１０時～１１時３０分
○ＮＬＳ
１５日（日） 午後４時～６時
「癒しの音楽のひととき」
〇読書会
２１日（金） 午後１時３０分～３時
「風鈴」「雨あがる」山本周五郎/著

日 月 火 水 木 金 土

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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○アート
２８日（金） 午前１０時～１２時
「時を超えたあそびアート」

○能美図書館○

〇ふれあい広場
２９日（土） 午後１時３０分～３時３０分
「手拭いをがまぐちポーチにリメイク！」
※ 詳しくは中ページをご覧ください。

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/

書名

日傘を差す女
十津川警部哀愁のミステリー・トレイン
瑠璃色の一室
はらぺこ犬の秘密
蝶のゆくえ
星をつなぐ手 （桜風堂ものがたり）
下町ロケット 3 －ゴーストー
焦土の刑事
能面検事
むすびつき （しゃばけシリーズ 17）
突きの鬼一 （１，２巻）
悪女のゆめ （十返舎一九あすなろ道中事件帖）
一揆の声 （おれは一万石 6）
はやぶさ与力飛翔剣
夏の雪 （新・酔いどれ小籐次 12）
捨てる。 －引き算する勇気ー
くらべる日本 ー東西南北ー
いま大学で勉強するということ
学校に行きたくない君へ
キリンの一撃
繕う愉しみ

読んでみて！
著作者など

伊集院 静/著
西村 京太郎/著
明利 英司/著
フランク・グルーバー/著

葉室 麟/著
村山 早紀/著
池井戸 潤/著
堂場 瞬一/著
中山 七里/著
畠中 恵/著
鈴木 英治/著
木村 忠啓/著
千野 隆司/著
藤村 与一郎/著
佐伯 泰英/著
やました ひでこ/著
おかべ たかし/文
佐藤 優/著

『捨てる。』
～引き算する勇気～
やました ひでこ/著
幻冬舎

デスクの上には進行中
の仕事の書類だけを置く、
書類は基本的に読み終え
た瞬間に捨てる、名刺を
取っておく意味はない。
ビジネス
「断捨離のカリスマ」が、ビ
社会
ジネスで成功するための断
教育
捨離の思考を紹介する。
全国不登校新聞社/編
レオ・グラッセ/著
自然
『ヒロシマをのこす』
ミスミ ノリコ/著
手芸
佐藤 真澄/著
予約がとれない伝説の家政婦が教える魔法の作りおき 主婦と生活社/出版
料理
汐文社
たのしい路線図
産業
井上 マサキ/著
水揚げ＆花のケア
園芸
薄木 健友/著
マンガ マリコ、うまくいくよ
益田 ミリ/著
ディズニーツムツム折り紙手芸
工作
ブティック社/出版
鬼才伝説
伝記
加藤 一二三/著
すごいトシヨリBOOK
池内 紀/著
エッセイ
七〇歳年下の君たちへ
五木 寛之/著
シカクさん
ジョン・クラッセン/絵
日本国内はもとより、全世
ぼくがいちばん！すごいでしょ
サトシン/作
パット・ジトロー・ミラー/文 界から人々が訪れる「広島
ソフィーとちいさなおともだち
えほん おつきさまのおさんぽ
カワチ レン/作・絵 平和記念資料館(原爆資
アーサー・ビナード/文 料館)」。原爆のむごさを今
わたしの森に
に伝え、「ノーモア・ヒロシ
くんちゃんのでんしゃノート
細田 守/原作
マ」を静かに訴えかけるその
だいすきライオンさん
ジム・ヘルモア/文
博物館の誕生秘話と、初
木戸孝允 （コミック版日本の歴史 65）
加来 耕三/監修
代館長の知られざるエピ
ほねほねザウルス19 ひかりのきょじんとやみのドラゴン カバヤ食品株式会社
ソードを紹介する。
スパイガールGOKKO
薫 くみこ/作
レッツがおつかい
ひこ・田中/さく
よみもの
伝説の巨大ハリケーン （マジック・ツリーハウス 44） メアリー・P・ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ/著
自分におどろく
たなか かずお/文
ヒロシマをのこす
佐藤 真澄/著
昔話法廷 （Ｓｅａｓｏｎ1、2）
Ｅテレ制作班/編
小説
（文庫）

『命をつなぐ防災グッズカタログ』
『命を守る水害読本』
■ 知って防ごう防災知識 『もしもごはん』
『おかあさんと子どものための防災＆非常食ごはんブック』
（展示コーナー）
『被災地からおくる防災・減災・復旧ノウハウ』
『みんなの防災えほん』

ダイアプレス/出版
毎日新聞出版
今泉 マユコ/著
草野 かおる/著
ぎょうせい/出版
山村 武彦/監修

■ お月さまの絵本

あまん きみこ/作
中川 ひろたか/文

今月の展示

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。
そわそわして待っ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いました。「トイレに一人で行かれんようにな
る・・・」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、「舌切り雀」や「愛鷹山
の天狗」「幽霊井戸」」などの短編アニメ集。 ２本目は、語り部によるホラー実話怪談『真夜中
の怪談』を上映。こちらは実話に基づいたものなので、大人でも怖がる映像が次々に出てきます。
怪談師、漫画家、女優、占い師など、個性豊かな七人の語り部による恐怖の１７編。上映が終
わって電気が点くと、みな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。

（季節の絵本コーナー）

■ 今月の作家
「恩田 陸」

ＤＶＤ『日本の昔ばなし』ー舌切り雀ほかー （778ニ）
ＤＶＤ『真夜中の怪談』－最恐実話１７編ー （７７８マ）

『おつきみ』
『くまくんとつき』
『１４ひきのおつきみ』
『月夜とめがね』
『つきよの３びき』
『パパお月さまとって！』
『終わりなき夜に生れつく』
『八月は冷たい城』
『七月に流れる花』

他

いわむら かずお/さく

小川 未明/作
たかどの ほうこ/作
エリック・カール/さく 他
『蜜蜂と遠雷』 直木賞・本屋大賞
『夜の底は柔らかな幻』（上・下）
『消滅』
他

９月のふれあい広場

『小鳥』の締め切り迫る！
児童文学誌『小鳥』（第１４号）に掲載する作品の応
募締め切りが迫っています！

９月２９日（日） 午後１時３０分～３時３０分

９月３０日（日）まで

対象・・・大人１０名
（事前に申し込み必要）
★参加費・・・２００円
※針と糸を持ってきてください。

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！

9月の休館のお知らせ
八幡神社祭礼のため、９／２２（土）を臨時休館
といたします。代わりに９／２４（月）を開館します。
また、９／２５（火）は、月末整理日のため、休
館します。お間違えのないよう、よろしくお願いいた
します。

（その他の材料は図書館が用意します）

キャリアスタート・ウィーク

わたしのいちおし（１１６）
キャリアスタート・ウィークの
実習に来た中学生が選んだ
お楽しみ袋のテーマ
重田 竜之介くん
「まだまだ暑いので、ひと息つきませんか？」（一般書）
三木 恵里香さん
「だれからのおくりもの？」（児童書）
本のお楽しみ袋は、そのテーマに合わせた本を３冊入れてあり
ます。何が入っているのかは、開けてみてからのお楽しみ。
中学生のチョイス、ぜひ読んでみて！

９月の
ミニ図書館

今月の運転手は
バレンシアちゃん
待っててね♪

９月 ５日（水）
１９日（水）
三高会館
１１時～１２時

今年も、キャリアスタート・ウィークに伴い、能美中学校から二人の中学生が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。ふれあい広場の飾りつけも、すすんでアイデアを出してくれましたよ。
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
示を企画したり、利用者の質問に対応したり、新しい本を登録したり、と様々な業務があります。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！

