
『木がずらり』 tupera　tupera/著 読んでも飾っても楽しいジャバラ絵本。

『コロちゃんのたんじょうび』 エリック・ヒル/さく 人気シリーズのしかけ絵本。

『さわれるまなべるさむいくにのどうぶつ』 エミリ・マロンダン/文 さわって学べるしかけ絵本。

『しつもんブック１００』 tupera　tupera/著 みんなに聞いてみたい１００の質問。小さな絵本。

『せかいいちながいへび』 広げると全長１メートルになるジャバラ絵本。

『たべものなにからできている？』 ａｎｄ　ＥＩＧＨＴ/さく めくると「なるほど！」と納得のしかけ絵本。

『たんじょうびのおくりもの』 ブルーノ・ムナーリ/作 めくるページの大きさまで変わるユニークなしかけ絵本。

『初天神』 林家　とんでん平/著 各ページに手話写真と点字を付けた落語の絵本。

『ぱらぴたぽん』 ラウラ・スタニョ･さく 上下に分かれた絵を組み合わせて楽しむ絵本。

『ほんとのおおきさ・あかちゃん動物園』 小宮　輝之/監修 かわいい動物の赤ちゃんを実物大の写真で紹介。

　　ほか

●６／４は虫歯予防デー
　『どうなってるの？動物の歯』 鈴木　勝/さく

　『くろくまくんぴかぴかはみがき』

●６／１０は時の記念日
　『アリスのとけいえほん』 加藤　綾子/文

　『オオカミさん、いまなんじ？』 テビ・グリオリ/作・絵

●梅雨・あめふりの絵本
　『どしゃぶり』 おーなり　由子/ぶん

　『わんぱくだんのてるてるぼうず』 ゆきの　ゆみこ/作　　　

●おとうさんの絵本
　『あいたくなっちまったよ』 きむら　ゆういち/作

　『かわいいおとうさん』

など

☆　ホームページの「本の紹介」も参考にしてね！

みやざき　ひろかず/作

たかい　よしかず/さく・え

山﨑　ナオコーラ/ぶん

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/

能美図書館では、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、６月の館内

での行事をすべて中止します。

また、新聞・雑誌等の閲覧、ＤＶＤ・Ｃ

Ｄの視聴、インターネット、学習スペー

ス等は利用できません。

来館者のみなさまにおかれましては、

長時間滞在をご遠慮いただくとともに、

マスクの着用と手指の消毒などにご

協力ください。

利用者の皆さまにはたいへんご不便

をおかけしますが、ご理解ご協力をお

願いします。

※サービス内容等は、変更する場合

があります。

第１８８号 令和２年６月１日

○能美図書館○

６月の
ミニ図書館

今月の運転手は

ユーズーくん

融通のきく性格。

日本の歴史に詳しいよ！

６月 ３日（水）
１７日（水）

三高会館
１１時～１２時

今月の展示

児童文学誌『小鳥』 （第１６号） 作品募集
募集内容

【児童の部】

・表紙絵

背景をつけた「小鳥」の絵 （Ａ４サイズ以内）

・童話、おきかえ詩、詩、川柳、生活作文（小学校３年生以下）

４００字詰め原稿用紙１０枚以内

※おきかえ詩とは、自分を、動物や文房具などにおきかえて

その思いを表現したものです。

【一般（中学生以上）の部】

・童謡（歌詞と曲）、童話、おきかえ詩、詩

応募締め切り

令和２年９月３０日（水） 当日消印有効

詳しくは、能美図書館までお問い合わせください。

たくさんのご応募をお待ちしています！

「エコしよう～環境月間～」

６月５日は環境の日です。これは、１９７２年

６月５日からストックホルムで開催された「国連

人間環境会議」を記念して定められたもので

す。国連では、日本の提案を受けて６月５日を

「世界環境デー」と定めており、日本では「環

境基本法」（Ｈ５）が「環境の日」を定めていま

す。

わが国では、環境庁の主唱により、Ｈ３年度

から６月の一カ月間を「環境月間」とし、全国

で様々な行事が行われています。

今月の作家「灰谷 健次郎」 「季節の絵本」コーナー

図書館員のいちおし日 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

「読む？見る？さわる？いろんな本」
こども向けの本には、さまざまな工夫があります。めくって楽しむ「しかけ絵本」や、さわって読む

「点字の本」はもちろん、手触りを楽しむ本、実物大がわかる本、大きく広がる本など、楽しい

本がいっぱい！

１９３４年、兵庫県生まれ。

大阪学芸大（現・大阪教育大）学芸学部卒。４

４年、兵庫県朝来郡に集団疎開。翌年、神戸で

終戦。５６年４月、小学校教員となる。５７年、児

童詩誌「きりん」を知り、以後竹中郁、足立巻一ら

と親交を結ぶ。７２年には教職を退き、７３年は沖

縄を放浪。７４年『兎の眼』刊、翌年、同作で日本

児童文学者協会新人賞受賞。また、作家活動に

おいて路傍の石文学賞受賞。

【一般書】

『海の図』『海の物語』『海になみだはいらない』

『天の瞳』シリーズ『島で暮らす』『太陽の子』ほか

【児童書】

『子どもの詩が生まれた』（正・続）『ろくべえまってろ

よ』『コバンザメのぼうけん』『子どもになりたいパパと

おとなになりたいぼく』『だれもしらない』ほか

『タンタンタンゴはパパふたり』
ジャスティン・リチャードソン/文

ピーター・パーネル/文

ヘンリー・コール/絵

尾辻 かな子/訳 前田 和男/訳

ポット出版

動物園にはいろんな家族がいます。でも、ペンギンのタンゴの

一家は、そのどれとも違っていました。タンゴにはパパがふたりいる

のです。ロイとシロのふたりから、タンゴはどうやって誕生したので

しょうか。ニューヨークの動物園で本当にあった、ほんのりあたた

かい気持ちになれるペンギンの家族のお話です。

（担当：高森）



【一般書】

生活

ペット

産業

趣味

詩

エッセイ

【児童書】

読書法

宗教

経済

福祉

郷土資料
空を飛びたくなったら ジュリー・フォリアーノ/文 カクイチ研究所

すずめのまる 箕輪　義隆/絵 アリス館

おばあちゃんもこどもです いもと　ようこ/作絵 金の星社

はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん ジェリー・ダスキー・リンカー/文 ひさかたチャイルド

ぼくは犬や ペク・ヒナ/作 ブロンズ新社

虫ガール ソフィア・スペンサー/文 岩崎書店

やたいのおやつ ふじもと　のりこ/作・絵 鈴木出版

しゅっぱーつ きむら　ゆういち/さく 新日本出版社

ピカピカだいさくせん！ いだ　のりこ/さく 婦人之友社

じごくにアイス ナカオ　マサトシ/作 ひさかたチャイルド

まっくろいたちのレストラン 島本　理生/作 岩崎書店

ぼくと母さんのキャラバン 柏葉　幸子/著 講談社

やねうらべやのおばけ しおたに　まみこ/作 偕成社

絵でわかる建物の歴史 エドゥアルド・アルタルリバ/著 エクスナレッジ

ゆりの木荘の子どもたち 富安　陽子/作 講談社

ごきげんな毎日 いとう　みく/作 文研出版

あいうえおさん 森　絵都/文 河出書房新社

みの回りにあるものをつかう楽しいおもちゃの作り方　あそべるおもちゃ きむら　ゆういち/企画 金の星社

料理はすごい！ 柴田書店/編 柴田書店

ぼくらしく、おどる 大前　光市/著 学研プラス

猫を棄てる 村上　春樹/著 文藝春秋

お父さんは認知症 田中　亜紀子/著 中央公論新社

＃ゴミ捨てろ ｇｏｍｉ_ｓｕｔｅｒｏ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

親子でキャンプＢＯＯＫ 枻出版社

誰も気づかなかった 長田　弘/著 みすず書房

漂流郵便局ーお母さんへー 久保田　沙耶/著 小学館

基本の技法だけでできるペーパークイリング季節のモチーフ１０４ 伊東　由美/著 講談社

ふだんの美文字 りさ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

歌舞伎の１０１演目解剖図鑑 辻　和子/絵と文 エクスナレッジ

あなたのペットが迷子になっても 遠藤　匡王/著 緑書房

もっとお得にきっぷを買うアドバイス５０ 蜂谷　あす美/著 天夢人

少量でおいしいジッパー袋でかんたん季節の保存食 榎本　美沙/著 家の光協会

１日１３０万食！を支える栄養士のおうちごはん エームサービス株式会社/著 辰巳出版

型紙いらずの浴衣リメイク 松下　純子/著 河出書房新社

ハツ江おばあちゃんのフライパン1つで１００レシピ 高木　ハツ江/著 ＮＨＫ出版

一生お金に困らない！新・お金が貯まるのは、どっち!? 菅井　敏之/著 アスコム

Ｋｏｍｉｈｉｎａｔａさんの布あそびＢＯＯＫ Ｋｏｍｉｈｉｎａｔａ/著 ブティック社

小学生のための歯のはなし 渡邉　真亀子/著 ＷＡＶＥ出版

最後の対話をするために 玉置　妙憂/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小説
（文庫）

告解 薬丸　岳/著 講談社

小説

僕が殺した人と僕を殺した人 東山　彰良/著 文藝春秋

潜入味見方同心　１，２ 風野　真知雄/著 講談社

駄犬道中こんぴら埋蔵金 　　〃 小学館

サロメ 原田　マハ/著 文藝春秋

大江戸けったい長屋　ぬけ弁天の菊之助 沖田　正午 二見書房

駄犬道中おかげ参り 土橋　章宏/著 小学館

夜の牙　（八丁堀つむじ風　４）

人生訓

歴史

旅行

教育

自然科学

「間」からみる瀬戸内　瀬戸内全誌のための素描 瀬戸内全誌準備委員会/編著瀬戸内全誌準備委員会

せとうち文学叢書　呉・江田島・芸南編　８ 外村　彰/編著 せとうち文学叢書刊行会

美の進化 リチャード・Ｏ．プラム/著 白揚社

見わけがすぐつく野鳥図鑑 小宮　輝之/監修 成美堂出版

アタックＰＴＡ 細川　貂々/著 朝日新聞出版

知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤　淳一/著 創元社

子どもに頼らないしあわせ介護計画 高室　成幸/著 ＷＡＶＥ出版

発達が気になる子の心がわかる幸せ子育ての手引き 田中　康雄/監修 扶桑社

尾道ねこ町さんぽ道 柏木　きなこ/著 イースト・プレス

スマホ×ＰＣ仕事術 目代　純平/著 明日香出版社

「関ケ原」の決算書 山本　博文/著 新潮社

せとうちスタイル　Ｖｏｌ．１２（２０２０） 瀬戸内人/出版

水軍と海賊の戦国史 小川　雄/著 平凡社

超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑 小和田　哲男/監修 Ｇ．Ｂ．

寂庵コレクション　Ｖｏｌ．２ 瀬戸内　寂聴/著 光文社

だから拙者は負けました。 本郷　和人/監修 宝島社

スマホ人生戦略 堀江　貴文/著 学研プラス

老いの器量 下重　曉子/著 海竜社

江戸湊の軛　（口入屋用心棒　４６） 鈴木　英治/著 双葉社

明日の自分が確実に変わる１０分読書 吉田　裕子/著 集英社

　　〃 光文社

鬼の牙　（八丁堀つむじ風　５） 　　〃 光文社

火の牙　（八丁堀つむじ風　３） 　　〃 光文社

偽の仇討　（闇御庭番　６） 早見　俊/著 光文社

月の牙　（八丁堀つむじ風　１） 和久田　正明/著 光文社

食いしん坊発明家 小泉　武夫/著 新潮社

逆ソクラテス 伊坂　幸太郎/著 集英社

風の牙　（八丁堀つむじ風　２） 　　〃 光文社

カケラ 湊　かなえ/著 集英社

新型コロナウイルス 水谷　哲也/著 東京化学同人

母・岸朝子が楽しんだ９０歳のごはん 岸　伸子/著 幻冬舎

医学

濱地健三郎の幽（かくれ）たる事件簿 有栖川　有栖/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

輪舞曲（ロンド） 朝井　まかて/著 新潮社

子どものうつがわかる本 下山　晴彦/監修 主婦の友社

「一生サビない能」をつくる生活習慣３５ 齋藤　孝/著 ビジネス社

手芸

児童
よみもの

絵本

料理

芸術

手記

流星シネマ 吉田　篤弘/著 角川春樹事務所

呉・広島ダブル殺人事件 西村　京太郎/著 双葉社

逃亡者 中村　文則/著 幻冬舎

心にいつも猫をかかえて 村山　早紀/著 エクスナレッジ

笑う女　（大江戸閻魔帳　４） 藤井　邦夫/著 講談社

新・浪人若さま新見左近　５　贋作小判 佐々木　裕一/著 双葉社

５月にあたらしく入った本


