
ジャンル

歴史

伝記

旅行

自然科学

生活

ペット

産業

芸術

クイズ

こどもラーニング編集室/著

小説
（文庫）

小説

平凡社/出版

手順３つで、しっかりおいしい毎日のシニアごはん

健康お酢レシピ

和のふだん着

フラワーラッピング・マニュアル

旅にゃんこ

横山　タカ子/料理

藤井　邦夫/著

岡本　さとる/著

佐伯　泰英/著

新参者　（新・秋山久蔵御用控　５）

忘れ形見　（取次屋栄三　２０）

鑓騒ぎ　（新・酔いどれ小藤次　１５）

えほん

よみもの

エッセイ

料理

趣味

医学

大木　あきこ/ぶん・え

青山　邦彦/作
コンスタンス・アンダーソン/作

人生の終わり方も自分流

伯爵のお気に入り 向田　邦子/著

滝沢　秀一/著

千野　隆司/著

辻堂　魁/著

久世　仁士/著

香山　リカほか/著

立川　談慶/著

森永　卓郎/著

周　燕飛/著

武田　康男/著

せとうちスタイル　Ｖｏｌ.１０

ビンボーでも楽しい定年後

老後は非マジメのすすめ

貧困専業主婦

今の空から天気を予想できる本

無人の稲田　（おれは一万石　１０）

天満橋まで　（風の市兵衛　２５）

世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく

わたしも、昔は子どもでした。

書名 著作者など

伊勢佐木町探偵ブルース

烈風ただなか

絶声

決断の刻（とき）

未来を、１１秒だけ

八本目の槍

てんげんつう （しゃばけシリーズ　１８）

今村　翔吾/著

畠中　恵/著

東川　篤哉/著

あさの　あつこ/著

下村　敦史/著

堂場　瞬一/著

青柳　碧人/著

斉藤　洋/作

社会

あっちがわ

うみへいったちいさなカニカニ

ごみ育

みんなが知りたい！「ものの一生」がわかる本

貸出禁止の本をすくえ！

おばけとしょかん

もの忘れ・認知症が心配になったら読む本

無人島売ります！

のっけから失礼します

頭の“瞬発力”がアップする０秒クイズ

地獄めぐりの橋

いっぽんのきのえだ

ゾクゾク！おばけのがっこうたんけん

老筋トレ

ガンピーさんのサイ

おばけばたけのおふろやさん

ミニマリストな暮らしのつくり方

宮西達也の世界

マックス宇宙ステーションへ行く

イシズ　マサシ/作・絵

クリス・ホートン/作

瀬戸内人/出版

広川　慶裕/監修

ジョン・バーニンガム/作

枝光　聖人/監修

主婦の友社/編

知的生活追跡班/編

長澤　大輔/写真・文

佐藤　ノブ/著

夏梅　美智子/著

ブティック社/出版

出埼　徹/著

ジェフリー・ベネット/著

曾野　綾子/著

三浦　しをん/著

とよた　かずひこ/作・絵

アラン・グラッツ/著

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
① ３日（火）午前１０時～１１時３０分

「おじいちゃんおばあちゃんの絵本」

② １７日（火）午前１０時～１１時３０分
「語りを学ぶ」

〇カンガルーくらぶ
７日（土）午前１０時３０分～

「ママと赤ちゃんのおはなし会」

○ＮＬＳ
７日（日） 午後４時～６時
「癒しの音楽のひととき」

※ 日程を変更しています。

○アート
９日（月） 午前１０時～１２時
「時を超えたあそびアート Ｐａｒｔ２」

〇ふれあい広場

１４日（土） 午後２時～３時３０分

「軍手で作るかわいいうさぎ」

※ 詳しくは中ページをご覧ください。

〇読書会

１７日（火）午後１時３０分～３時

『ヤクーバとライオン』１，２

ティエリー・ﾃﾞﾃﾞｭｰ/作 を読んで

第１７９号 令和元年 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

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。

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（月）まで

図書館の本を３０冊読んで、記念品をもらおう！

『９月１日』

～母からのバトン～

樹木 希林/著

内田 也哉子/著

ポプラ社

デスクの上9月1日は大勢

の子どもが自殺してしまう日。

そうつぶやいた母は何を伝え

たかったのか? 樹木希林が

遺した言葉と、それを受けて

内田也哉子が「不登校」や

「命」について考え、様々な

人と対話して紡ぎだした言葉

をまとめる。

『じゃない！』

チョーヒカル/作

フレーベル館

きゅうりだと思ったら、中身

はバナナ。みかんだと思った

ら、中身はトマト。固定観念

をくつがえす、奇想天外なた

べものの数々…。アーティス

ト・チョーヒカルが贈る、

チョー不思議なたべもの絵

本。

新入荷ＣＤ

『Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ』

Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ/歌

シンデレラガール他（17曲）

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

キャリアスタート・ウィークで

中学生が司書の仕事を体験！



『夜のあいだに』 テリー・ファン/作

『よるのおと』 たむら　しげる/著

　■　夜の世界を 『まよなかかいぎ』 浜田　桂子/作

のぞいてみよう 『ネコヅメのよる』 町田　尚子/作

『よるのかえりみち』 みやこし　あきこ/作

『旅するベッド』

『あかりをけすと』 こばやし　ゆかこ/作

　■　今月の作家 『にちにちらんらん』

　　「ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ」　（ツペラツペラ） 『パンダ銭湯』

『おばけだじょ』

『しろくまのパンツ』

『ぼうしとったら』

『へびのみこんだなにのみこんだ？』

『魚がすいすい』

『木がずらり』

『タコさんトコトコどこいくの？』 絵本館

ゴブリン書房

偕成社

理論社

ＷＡＶＥ出版

偕成社

ほるぷ出版

学研

ジョン・バーニンガム/作

白泉社

絵本館

学研教育出版

ブロンズ新社

学研教育出版

えほんの杜

ブロンズ新社

ブロンズ新社

９月の

ミニ図書館

今月の運転手は

バレンシアちゃん

カリフォルニアの日差しを

浴びて育った元気な女の子。

９月 ４日（水）
１８日（水）

三高会館
１１時～１２時

９月のふれあい広場

９月１４日（土）

午後２時～３時３０分

軍手を使ってかわいいぬいぐるみを作ろう。

対象・・・大人１０名

（事前に申し込み必要）

参加費は無料です。

裁縫道具を持ってきてください。

８月のふれあい広場では、恒例の

「真夏の怖～い映画会」を開催しました。

エレベーターで２階へあがってゆくと、ロビーは、幽霊や気味の悪い生きものたちが集う不気味な空間。

思わず足をすくませて、大人の手にしがみついてしまう子どもたちの姿も・・・。

１本目の『プチバンピ ｖｏｌ.１』は、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

りキュートなアニメ。２本目の『絶対に怖い話』は、携帯サイトに投稿された怖い話をドラマ化した実写版。

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、恐怖をお楽しみください。

『プチバンピ ｖｏｌ.１』 「プチバンピ学校へ行く」他全５話

『絶対に怖い話』 「２０７号室の客」他全９話

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

二年生二人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、怖がりながらも頑張ってくれましたよ。

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、これからの生活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１5号）に掲載する作品の応

募締め切りが迫っています！

９月３０日（月）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！

待っててね♪

図書館員のいちおし

『手作りしたいベビー服＆こもの』

ブティック社/出版

ベビードレスやじんべい、モンキーパンツから、授乳用腕まく

ら、おくるみ、帽子などの小物まで、ミシンを持っていなくても手

縫いで作れるベビー用品の手芸本。新生児から９０㎝サイズ

までのかわいいデザインがいっぱい！お子さんやお孫さん、お

友達に、さっそく手作りしてみませんか。実物大型紙もついて

います。（担当：高森）

9月の休館のお知らせ
八幡神社祭礼のため、９／２１（土）と２２（日）を

臨時休館といたします。代わりに９／１６（月・祝）

と２３（月・祝）を開館します。

また、９／２４（火）は、月末整理日のため休館し

ます。

お間違えのないようお願いいたします。

軍手で作るかわいいうさぎ

１０月のふれあい広場

10月 6日（日）

リサイクル・ブックマーケットやスペシャ

ルクイズのほか、大人向け工作「花の立体切

り絵」、子ども向け工作「ダンボールで作る

カタカタくだり」など、楽しい催しがありま

す。また、展示コーナーでは「名画の世界」

と題して、普段は書庫に保管している美術書

などを展示します。お楽しみに！

第14回 図書館フェスタ

亀山達矢と中川敦子によるユニット。絵本

やイラストをはじめ、工作、ワークショップ、舞台

美術、空間デザイン、アニメーション、雑貨な

ど、様々な分野で幅広く活動している。

『しろくまのパンツ』で第18回日本絵本賞読

者賞、『パンダ銭湯』で第3回街の本屋が選

んだ絵本大賞グランプリを受賞。

夜って怖い？いいえ、そ

んなことはありません。不思

議な夜の世界をのぞいて

みよう。

何度かイノシシに荒らされ、いつの間にか草

におおわれてしまった花壇。見かねた利用者

の方が、草を抜き、土を耕し、肥料まで入れて、

すっかりきれいによみがえらせてくれました。後

日、手作りの看板も！ 暑い中、本当にあり

がとうございました。

また、館内のお花を定期的に生けに来てくだ

さる方や、樹木の剪定をしてくださる方もいます。

本当にありがとうございます。


