
ジャンル

伝記

生活

工作

写真集

芸能 八千草　薫/著

朗読 斉藤　ゆき子/著

マメイケダ/作

ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ/著

飯野　和好/絵と文

武田　美穂/作

ポール・メイソン/文

ゴムドリｃｏ．/文

あんず　ゆき/作

原　ゆたか/さく・え

今泉　忠明/監修

横山　雅司/著

山本　和子/作

鳥羽　亮/著

小林　希/著

２０００万円もってないオレたちはどう生きるか 岡　久/著

死ぬがよく候　（１，２） 坂岡　真/著

オーダーは探偵に　（１１）

ざんねんないきもの事典　もっと

世界のＵＭＡ未確認生物データブック

乾　亮介/著

エクスナレッジ/出版

近江　泉美/著

マガジンハウス/出版

高井　浩章/著

三浦　康司/著

仲野　孝明/著

古澤　拓郎/著

ジェリー・Ｚ．ミュラー/著

永瀬　ケンイチ/著

宮武　健仁/著

飯沼　義弥/著

えまの家計簿 えま/著

墨でモノトーン雑貨

小説

小説
（文庫）

旅行

経済

てらこや青義堂

いるいないみらい

緋の河

赤鬼の権蔵　（新・まろほし銀次捕物帳　３）

うつぶせ１分で健康になる

ニ十歳（ハタチ）のとき、何をしていたか？

１０歳までに身につけたい子どもが一生困らないお金のルール

調子いい！がずっとつづくカラダの使い方

測りすぎ

お金は寝かせて増やしなさい

社会

医学

廃城をゆくベスト１００城

ホモ・サピエンスの１５万年

おカネの教室

熟年期障害

絶壁建築めぐり

Ｓｈｉｎｅ

飛行機のサバイバル　１

イカロス/出版

大人のアクティビティ！

書名 著作者など

カザアナ 森　絵都/著

ガラスの城壁 神永　学/著

ハッピーアワーは終わらない 東川　篤哉/著

鬼人幻燈抄 中西　モトオ/著

旧友再会 重松　清/著

線は、僕を描く 砥上　裕將/著

世界を救う１００歳老人 ヨナス・ヨナソン/著

今村　翔吾/著

窪　美澄/著

桜木　紫乃/著

小川　翔月/著

平澤　精一/著

野中　柊/作

アレクサンドラ・アーティーモウスカ/作

よみもの

絵本

夏に降る雪

かいけつゾロリうちゅう大さくせん

火　あやかし

きょうふのしりとり

いきもののうんこ

にちにちらんらん

とねりこ通り三丁目　ねこのこふじさん

ルビとしっぽの秘密

緑の家。
建築

おなかがへった

パズルでめぐる海底の旅

まあまあふうふう。

奇跡の朗読教室

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

３日（土） 午前１０時３０分～

ママと赤ちゃんのおはなし会

〇 おはなしレストラン①
６日（火） 午後１時３０分～３時

「詩をよもう」

○ 読書会
２０日（火） 午後１時３０分～３時

『東京オリンピック・１９６４』 DVD鑑賞

○ふれあい広場

２４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②」「アート」「ＮＬＳ」

は、お休みです。

第１７８号 令和元年８月1日

○能美図書館○

７月に新しく入った本

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 31

※９月は祭礼があるため、２１日（土）２２日（日）を臨時休館とし、

代わりに１６日（敬老の日）２３日（秋分の日）を開館します。

朗読を学ぶことで人生を飛

躍的に変え、運命を好転さ

せることができる。教室で実

際に行っている朗読指導を

解説するほか、著者が実際

に見た、生徒たちの“心温ま

る出来事”を紹介しながら、

朗読の力と素晴らしさを伝え

る。

『墨でモノトーン雑貨』

小川 翔月/著

マール社

墨を使ってオリジナル雑貨

を作りましょう。ペーパーウェイ

ト、フォトフレーム、扇子など、

100均グッズや手頃な価格で

手に入るアイテムをアレンジし

て、おしゃれなモノトーン雑貨

を作る方法を紹介します。

『火 あやかし』

飯野 和好/絵と文

小峰書店/出版

昔から人は、山に入るとよく

あやしいものに出会ったという

-。ある兄弟が、京の都から

丹後へ向かうため山街道を

歩いていた。すると、行く先で

誰かが火を焚いていて…。

深い夜の山道にあらわれた、

あやかしの火の物語。

読んでみて！

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

市民センターなどでも、図書館（室）で予約した図書・雑誌が受け取れるようになりました！

図書館への電話、または図書館のホームページから、ご希望の図書・雑誌をご予約ください。そ

の際に、ご希望の市民センターなどを指定して、受け取り・返却することができます。

※ 各図書館（室）で借りた本の返却は、受け付けておりません。

【受取可能となる窓口】

江田島・能美・沖美市民センター、三高支所、市民サービスセンター

※ 各市民センターなどの開館時間内に限ります。

ご利用には図書館の利用者カードが必要です。お申込み・お問い合わせは、各図書館（室）まで。

『奇跡の朗読教室』

斉藤 ゆき子/著

新泉社



能美

能美

能美

大柿

大柿

能美

江田島

能・江

江田島

江田島

能美

大柿

能美

大柿

能美

能美

大柿

江田島

大柿

能美

能美

能美

江・大

大柿

能美

大柿

能美

能美

江田島

能美

中学年

高学年

低学年

ハッピーハンター ロジャー・デュボアザン･さく

かんぺきなこども ミカエル・エスコフィエ/作

あみちゃんの魔法の言葉 ふじもとみさと/文

あめだま ペクヒナ/作

ローラとわたし キアラ・Ｖ・セグレ/文

おさらをあらわなかったおじさん フィリス・クラジラフスキー･文

ナマコ天国 本川達雄/作

なつのおとずれ

そらいろ男爵 ジル・ボム･文

スズメのくらし 平野伸明/文・写真

ブランの茶色い耳 八束澄子/作

かがくいひろし/作・絵

こわいオオカミのはなしをしよう ウィリアム・マクリーリー/作

海の生きものつかまえたらどうする？ 杉本幹/文

花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 春日香歩/著

なるほど！魚の漢字 学研プラス/出版

山に木を植えました スギヤマカナヨ/作

プラスチック惑星・地球 藤原幸一/写真と文

自分におどろく たなかかずお/文

野生のロボット ピーター・ブラウン/作・絵

髪がつなぐ物語 別司芳子/著

ぼくのわがまま宣言 今井恭子/著

ジャンプ・ジャンプ・ジャンプ！! イノウエミホコ/作

本屋さんのルビねこ 野中柊/作

ぼくはＯ・Ｃ・ダニエル ウェスリー・キング･作

クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀/著

よのなかルールブック 高濱正伸/監修

右手にミミズク 蓼内明子/作

整理整頓 入江久絵/マンガ

ふしぎな北極のせかい 山崎哲秀/著

個「性」ってなんだろう？ 中塚幹也/監修

８月の

ミニ図書館

今月の運転手は

レモンくん♪

海外からの転校生。英語

ペラペラのおぼっちゃん♪

８月 ７日（水）
２１日（水）

三高会館
１１時～１２時

図書館員のいちおし

『傷のあるリンゴ』

外山 滋比古/著

東京書籍/出版

著者は、論理的だけどわかりやすくユーモアのある

文章で、多くのファンを持つエッセイの名手です。

表題作や「ヒマなほど忙しい」「人を見る目」「親不

孝の孝行」など、常識の裏側をみぬきなるほどと改め

て感じさせるエッセイ３０篇が収録された一冊です。

（担：山佐）

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 （予約で取り寄せることができます。）

キャリア・スタート・ウィーク

８月２１日（水）２３日（金）

２６日（月）２７日（火）

市内中学校２年生による、職場体験学習

があります。図書館の仕事は簡単そうに見ら

れがちですが、実はとても複雑で専門的な業

務がたくさんあります。仕事の大変さとおもしろ

さを経験してほしいです。

子ども司書も活躍！

市内の小学生３名が、子ども司書の勉強

をしています。友達やまわりの人にも読書の

楽しさを伝えるために、図書館の仕事の見学

や体験をしながら頑張っています！見かけた

ら、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

本でめぐる 「江田島しましまスタンプラリー」

図書館の本を３０冊読んで、記念品をもらおう！

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に、記念品をさしあげます。今年はモスグリーンの

トートバッグを先着５００名の方にプレゼント！スタンプラリーの台紙は、各図書館

（室）に置いてあります。ぜひご参加ください。

なお、対象は本・雑誌・マンガです。ＣＤ・ＤＶＤは対象外となりますので

『あみちゃんの魔法の言葉』

文研出版

手足がほとんどない障が

いをかかえて生まれてきた、

あみちゃん。子供のころから

努力を続け、けんめいに生

きるあみちゃんが伝える、心

あたたまる15の物語。

『個「性」ってなんだろう？』

あかね書房

女性らしさ、男性らしさって

何? 学校はみんなが楽しく

すごせる場所? 仕事や結

婚は? 性の多様性やLGBT

の知識を、体や心の性に

違和感を覚え始める年頃

の小学生に向けて、マンガ

やイラストを交えてやさしく解

説する。

〇１５：００～１６：００

『プチバンピ』
寂しがりやの吸血少年プチバンピが大活躍する、ちょっぴりダークで

とびきりキュートなフレンチアニメ。（全５話）

〇１６：１０～１７：２０

『絶対に怖い話』

「２０７号室」「カーナビの女」など、携帯サイト『実録！リアル恐怖

ＤＸ』に投稿された実録怖い話の再現ドラマ。（全９話）

～入場券はありません。お誘いあわせて来館ください。～

８月のふれあい広場

真夏の怖～い映画会

９/３０(月)

まで

今年は

モスグリーンです！

ＮＬＳ ～のうみライブラリーシンフォニー～

七夕コンサート（７/６）

７月のふれあい広場では、ＮＬＳの演奏による七夕コンサートが

行われました。 静かにささやきかけるような音色に、小さな子ど

もたちもじっと聴き入っていましたよ。

また、ライアーという楽器に実際に触れ、少しだけ練習をしてか

ら、全員で「きらきらぼし」を奏でました。

ちょうど一年前のコンサートは、豪雨災害のため中止となりまし

た。あれから一年がたち、

それぞれの想いを胸に、

優しい音に心をゆだねた

ひと時でした。

ＮＬＳは、毎月第３土曜日の午後４時～６時ま

で、能美図書館２階研修室で練習しています。

興味のある方はぜひ一度のぞいてみてください。

あたたかくてゆるやかなメンバーなので、初心

者の方でもお気軽にどうぞ。


