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６月の図書館カレンダー

Information

江田島図書館
江田島市江田島町鷲部２-13-１

tel  0823-42-1417 fax  0823-42-5056

ｈｐ http://www.library.etajima.hiroshima.jp/

休館日 毎週木曜日・祝日

開館時間 9：30～１９：00

月末整理日・特別整理期間

年末年始

令和2年6月1日発行

『約束の小説』
森谷 祐二 /著

原書房/出版

作者 森谷祐二は1984年福島県出身。こ

の作品で2019年、第12回ばらのまち福山ミ

ステリー文学新人賞を受賞。お家読書にぜ

ひミステリーを！

休館日

休館日

医師の辰史のもとに父が死んだという知ら

せが届いた。名家出身の父の後継者に指名

された辰史は、雪深い山に建つ屋敷を訪れる。

そこで彼を待ち受けていたのは、頑固な祖母、

掟で定められた許婚、そして脅迫状だった・・・。

休館日

６月の ミニ図書館 ☆再開いたします！

10：00～11：00 津久茂出張所

11：15～12：00 切串公民館

6月3日（水）・17日（水）

ミニ図書館

（津久茂・切串）

内容紹介

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

・みんなの広場 ・おはなしタウン

・えほんだいすき ・おはなし会（金の鈴）

・パステルを愉しもう

の行事は引き続き中止といたします。早くコロナウ

イルスが終息し、再開できることを祈っております。

休館日

（月末整理）

休館日

家にいる時間が長くなった今だから

こそ、おうち読書を楽しみましょう。図

書館の利用者カードをまだ作られて

ない方は本人確認（氏名・生年月日・

住所）ができるもの（保険証など）を

ご持参のうえ、受付にお越しください。

利用者カードは0歳の赤ちゃんから

作ることができます。

❶江田島市立図書館ホームページから 資料検索

❷書名・著者名などから 検索

❸本を選んで カートに入れる ・ 予約する

❹利用者番号 と パスワードを入力して 次に進む

※利用者番号は図書利用者カード、バーコード下9桁の番号

※パスワードの初期設定は生年月日

例）平成29年4月1日生まれの方→20170401

ただし図書利用者カードを2016年以前に作った方は

生年月日の下4桁→0401

❺受取場所 と ご連絡方法 を選択して 次に進む

❻選択した情報があっていれば 予約する → 予約完了

第1位 『ざんねんないきもの事典』
今泉 忠明/監修

第2位 『あるかしら書店』
ヨシタケシンスケ/著

第3位 『りんごかもしれない』
ヨシタケシンスケ/著

第4位 『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』
廣嶋 玲子/作

第5位 『続 ざんねんないきもの事典』
今泉 忠明/監修

5月20日から通常の時間帯で開館し

ております。休館中に返却できなかった
本・DVD・CDは早めにご返却ください。

皆さんの中には外出自粛中、断捨離

等で家の本の整理をされている方もい

らっしゃると思いますが、図書館の本を
誤って処分しないよう、くれぐれもお気を

付けください。

・来館の際はマスクの着用と、

入口での手指の消毒をお願い

しております。

・長時間の滞在はご遠慮くださ

い。３密を避けるため入館を制

限させていただく場合がありま

す。

・カウンターでお待ちの際は距

離をあけてお並びいただくよう

お願いいたします。

しばらくの間ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解・ご協力をお願

いいたします。

ミニ図書館

（津久茂・切串）



小説 空の声 堂場 瞬一／著
流浪の月 凪良 ゆう／著
焦眉 今野 敏／著
あとを継ぐひと 田中 兆子／著
合唱 中山 七里／著
駆け入りの寺 澤田 瞳子／著
イエロー・サブマリン 小路 幸也／著
魔法のサーカスと奇跡の本 エリカ・スワイラー／著
アーモンド ソン ウォンピョン／著

(文庫) 素敵な日本人 東野 圭吾／著 読物 本能寺の敵 加部 鈴子／作
注文の多い料理小説集 柚木 麻子／著 NHKダーウィンが来た!鳥スゴすぎクイズ図鑑 NHK「ﾀﾞｰｳｨﾝが来た!」番組ｽﾀｯﾌ／編

本所おけら⾧屋（10～14） 畠山 健二／著 燃料電池自動車のひみつ 水木 繁／まんが
ｴｯｾｲ 結婚の奴 能町 みね子／著 建設機械提案サービスのひみつ あさだ みほ／まんが

道行きや 伊藤 比呂美／著 銅のひみつ 山口 育孝／まんが
旅のつばくろ 沢木 耕太郎／著 小学生の究極の自学ノート図鑑 森川 正樹／著
綴る女 林 真理子／著 そのときがくるくる すず きみえ／作

一般書 謎解き日本列島 宇田川 勝司／著 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 13 廣嶋 玲子／作
僕が手にいれた発達障害という止まり木 柳家 花緑／著 10代のための資格・検定 大泉書店編集部／編
図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 亀田 高志／著 ざんねんないきもの事典〔正〕 今泉 忠明／監修
植物図鑑図案集 ＨＵＴＴＥ．／著 ざんねんないきもの事典 続 今泉 忠明／監修
輝くものを身につけなさい 近藤 祐子／著 ざんねんないきもの事典 続々 今泉 忠明／監修
漱石と鉄道 牧村 健一郎／著 ざんねんないきもの事典 もっと 今泉 忠明／監修
やさしいベトナム語カタコト会話帳 佐川 年秀／著 えほん パンダ! おおい じゅんこ／作
芝野虎丸の軌跡 芝野 龍之介／著 ドラゴンのお医者さん パトリシア・バルデス／文
無印良品大百科 晋遊舎／刊 とんでいく 風木 一人／さく
13歳からのアート思考 末永 幸歩／著 パンどろぼう 柴田 ケイコ／作
幸せに気づく世界のことば メーガン・Ｃ.ヘイズ／著 ぼくだってとべるんだ フィフィ・クオ／作・絵
勉強が楽しくなっちゃう本 QuizKnock／著 ぼくは犬や ペク ヒナ／作
10秒で顔が引き上がる奇跡の頭ほぐし 村木 宏衣／著 ひとはなくもの みやの すみれ／作
育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 玉置 標本／著 きょうまどからふくかぜは 谷口 國博／文

漫画 カエル母さん ユウコトリトリ／著 あかちゃんとわらべうたであそびましょ! さいとう しのぶ／構成・絵
銀の匙 VOLUME1-15 荒川 弘／著 とうさんのてじな ねじめ 正一／作

● 一般書

ザ・ビートルズ、ボブ・ディラン、エル
ヴィス・プレスリー。DVD31作品のなか
に、いまも「彼ら」はいる…。彼らの音楽
映画にまつわるエッセイ31篇と、貴重写
真87枚が絡み合うオール・カラーBOOKで
す。

『彼らを書く』
〔音楽〕

片岡 義男 / 著 ⾧田 弘/ 詩
いせ ひでこ/ 絵

冬には冬の空の色。空の色はうそをつか
ないんだ。(「空」より) 
『読売新聞』「こどもの詩」の選者・⾧田
弘が選んだ詩に添えた選評をまとめた一冊
で、「詩集」でありながら項目をつけて辞
典らしくし、絵本の雰囲気も漂います。

『 風のことば空のことば』
〔詩の本〕

講談社 / 刊

５ 月 新着資料情報

光文社 / 刊

● 児童書

ー語りかける辞典ー


