
新日本出版社

アリス館

あかね書房

光村教育図書

文研出版

徳間書店

さ・え・ら書房

中央公論新社

小学館

あすなろ書房

学研プラス

ポプラ社

講談社

岩崎書店

金の星社

童心社

鈴木出版

くもん出版

小学校
５・６年

ヒロシマ消えたかぞく　（江田島）

月と珊瑚

飛ぶための百歩

フラミンゴボーイ

１１番目の取引

平和のバトン　（江田島）

廉太郎ノオト

中学校

キャパとゲルダ　（江田島）

小学校
３・４年

北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと　（大柿）

最上　一平/作

中川　ひろたか/文

山下　明生/作

リズ・ガートン・スキャンロン/文

松井　ラフ/作

ニック・ジャラット/作・絵

ミランダ・ポール/文

小学校
１・２年

ポリぶくろ、１まい、すてた

山のちょうじょうの木のてっぺん

マーク・アロンソン/著

おれ、よびだしになる　（大柿）

タヌキのきょうしつ

ながーい５ふん みじかい５ふん

青いあいつがやってきた！？

ねこと王さま

いとう　みく/著

アリッサ・ホリングスワース/作

弓狩　匡純/著

谷津　矢車/著

マイケル・モーパーゴ/作

指田　和/著

上條　さなえ/著

中山　由美/文・写真

ジュゼッペ・フェスタ/作

高橋　うらら/著

高等学校

風を切って走りたい！

天使のにもつ

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/

〇 ふれあい広場

４日（土） 午後２時～３時

「ペットボトルキャップでおもちゃを作ろう」

小学生以下１２名まで（要予約）

○ 絵本の会 午前１０時～１２時

①７日（火） 「こわーい絵本」

②２１日（火） 「語りを学ぶ」

● 読書会は、しばらくお休みします。

第１８９号 令和２年７月１日

７月の行事予定

○能美図書館○

７月の

ミニ図書館
今月の運転手は

かぼすくん

だれにでもやさしい

もの知りの虫博士

7月 １日（水）

1５日（水）

三高会館

11時～12時

期間中、江田島図書館、能美図書館、大柿図書室、沖

美公民館図書室の本、雑誌、まんがを３０冊読んでスタンプ

を集めた方に、記念品として、先着５００名にオリジナルフェイス

タオルを差し上げます。スタンプラリーの台紙は、各図書館・

図書室に置いてあります。ぜひご参加ください。

なお、CD・DVDなどは対象外となります。ご了承ください。また、

何度でもチャレンジできますが、記念品の受け取りは一人１回

のみとさせていただきます。

『エリック・カールの

えいごがいっぱい』

エリック・カール/絵

偕成社/出版

『はらぺこあおむし』でおなじみの作家が描いた、

生きものや身のまわりのものなど、カラフルな絵を

見るだけでワクワクする、大人の方も楽しめる絵

本です。

てんとうむしは英語でなんて言うのかな？英語

に親しみながらページをめくってみて下さい。

（担当：関本）

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

今年も始まります！

「江田島しましまスタンプラリー」
開催期間

令和２年７月６日（月）～９月３０日（水）

第6６回 青少年読書感想文コンクール課題図書

■今月の展示■
７／２０（月）まで 【いろんな本ーおとな編】

大人向けの絵本は、大きさも装丁も工夫がいっぱい。

普段は書庫に入っている本もご紹介します！

７／２１（火）～８／３１（月） 【夏休みの宿題に役立つ本】
自由研究、工作、貯金箱、課題図書など。図書館は子どもたちの

夏休みを応援します！

７／１（水）～８／１６（日） 【平和について考える本】
平和について、ぜひご家庭でも読んでみてください。

絵本コーナー横の窓辺に展示します。

図書館員のいちおし

■今月の作家■

「日野原 重明」

19１1年山口県生まれ。京都帝国

大学医学部卒業。１９４１年聖路加

国際病院の内科医となる。以来、同

病院の院長などを経て現在は聖路

加国際大学名誉理事長、聖路加

国際病院名誉院長をつとめる。２００

５年文化勲章受章。

『今日すべきことを精一杯！』（ポプ

ラ社）『平和と命こそ』（新日本出版

社）『１００歳！日野原重明のフレディ

エクササイズ』（飛鳥新社）ほか。

〇 カンガルーくらぶ （おはなし会）

４日（土） 午前１０時３０分～

○ アート

１３日（月） 午前１０時～１２時

「時を超えたあそびアート」

○ ＮＬＳ（のうみライブラリーシンフォニー）

１８日（土） 午後４時～６時

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

個人貸出 図書６冊、雑誌２冊
ＣＤ・ＤＶＤ（合わせて２点）

貸出期間 １５日間



【一般書】 家の光協会

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 海竜社

集英社

角川春樹事務所 農山漁村文化協会

中央公論新社 ブティック社

講談社 ペット 世界一美しいメダカの育て方 　　戸松　具視/監修 エクスナレッジ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 芸能 西城秀樹一生青春 　　西城　秀樹/著 青志社

集英社 ダイヤモンド社

講談社

ＰＨＰ研究所 趣味 枻出版社

新潮社 言語 宝島社

中央公論新社 詩歌 サラリーマン川柳とびきり傑作選 　　やく　みつる/選 ＮＨＫ出版

新潮社

南雲堂 【児童書】
双葉社 徳間書店

光文社 岩崎書店

光文社 メイツ出版

幻冬舎 小学館

光文社 フレーベル館

双葉社 ポプラ社

光文社 いかだ社

二見書房 ＢＬ出版

講談社 クリエイツかもがわ

新潮社 ポプラ社

コンピュータ 技術評論社 金の星社

心理学 サンマーク出版 偕成社

読書 岩波書店 ポプラ社

プレジデント社 福音館書店

バカの国 　　百田　尚樹/著 新潮社 徳間書店

公文書危機 　　毎日新聞取材班/著 毎日新聞出版 くもん出版

竹中四代目暗殺事件のヒットマン・長野修一 　　木村　勝美/著 かや書房 偕成社

捜査一課式防犯ＢＯＯＫ 　　佐々木　成三/著 アスコム クリエイツかもがわ

素敵な人の終の棲家 宝島社 プラスチック星にはなりたくない！ 　　ニール・レイトン/作・絵 ひさかたチャイルド

武器としての「資本論」 　　白井　聡/著 東洋経済新報社

８０分でマスター！ガチ速決算書入門 　　金川　顕教/著 扶桑社 【ＡＶ】
できるテレワーク入門 　　法林　岳之/著 インプレス 講談師　神田松之亟

ＬＯＯＮＳＨＯＴＳ 　　サフィ・バーコール/著 日経ＢＰ さびしんぼう

福祉 世界文化ライフケア 転校生

講談社 ざんねんないきもの事典　２

ユーキャン学び出版 キャスパー　（アニメ版）

大和書房

新星出版社 ＣＤ ＣＥＲＥＭＯＮＹ　　ＫＩＮＧ　ＧＮＵ/演奏

新星出版社

美容 ＰＨＰ研究所

エクスナレッジ

日東書院本社

パイインターナショナル

小説
（文庫）

　　小野寺　史宜/著

水を縫う 　　寺地　はるな/著

じんかん 　　今村　翔吾/著

駆ける百合　（上絵師律の似面絵帖　６） 　　知野　みさき/著

再縁話　（新・知らぬが半兵衛手控帖　１０） 　　藤井　邦夫/著

炎の牙　（八丁堀つむじ風　６） 　　和久田　正明/著

黄昏の決闘　（若鷹武芸帖　６） 　　岡本　さとる/著

新酒番船 　　佐伯　泰英/著

攫われた娘　（飛猿彦次人情噺　３） 　　鳥羽　亮/著

迷子のままで 　　天童　荒太/著

愚者の決断 　　小島　正樹/著

浪人奉行　９ノ巻 　　稲葉　稔/著

昨日壊れはじめた世界で 　　香月　夕花/著

３歳から始めるお料理レッスンあしたの華姫

家族じまい

　　畠中　恵/著

　　桜木　紫乃/著

きたきた捕物帖 　　宮部　みゆき/著

任侠シネマ 　　今野　敏/著

おおきな森 　　古川　日出男/著

おいしくて泣くとき 　　森沢　明夫/著

５２ヘルツのクジラたち 　　町田　そのこ/著

食っちゃ寝て書いて

　　青空キッチン/著

ベランダで楽しむ！おいしいコンテナ野菜づくり成功のポイント７０ 　　ふじ　えりこ/著

これならできるオリーブ栽培 　　山田　典章/著

プロが教えるバラのすべて 　　京成バラ園芸/監修

大人の脳トレ！チコちゃんの漢字クイズ

心とからだを元気にするお助けスパイスカレー 　　印度カリー子/著

朝・夜３分「顔筋はがし」でシミ・毛穴・ほうれい線は消せる！ 　　那賀　洋子/著

図解でわかる！エアコン１台で心地よい家をつくる方法 　　岡田　八十彦/監修

佐々木正美の子育て百科　２ 　　佐々木　正美/著

老けない人はこれを食べている 　　牧田　善二/著

免疫力を高めてウイルスに勝つ食べ物、暮らし方 　　石原　結實/著

レクリエ　２０２０－７・８月号

座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほぐしストレッチ 　　なぁさん/著

広島東洋カープ７０年史

自宅でキャンプ

大前研一　世界の潮流　２０２０～２１ 　　大前　研一/著

知的障害/発達障害のある子の育て方 　　徳田　克己/監修

　　寺西　恵里子/著

年齢別！子育てママ＆パパの頼れる絵本１９３ 　　遠藤　裕美/監修

ウサギとぼくのこまった毎日 　　ジュディス・カー/作・絵

うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ 　　皆越　ようせい/写真・文

Ｅｘｃｅｌ関数超（スーパー）事典 　　ＡＹＵＲＡ/著

見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル　１・２ 　　池田　義博/著

人生の１冊の絵本 　　柳田　邦男/著

怪盗黒猫　１ 　　和久田　正明/著 チャーリー、こっちだよ 　　キャレン・レヴィス/さく

みんなが知りたい！世界遺産 　　カルチャーランド/著

公家武者信平シリーズ　１～８ 　　佐々木　裕一/著

ペスト 　　カミュ

ＤＶＤ

メイツユニバーサルコンテンツ

ベースボールマガジン社

児童
よみもの

絵本

小説

おじいちゃんの手帳 　　藤川　幸之助/さく

ドラえもんはじめての英語辞典 　　宮下　いづみ/編著

セイギのミカタ 　　佐藤　まどか/作

あめかっぱ 　　むらかみ　さおり/作

　　新井　洋行/作・絵

クラクフのりゅう 　　アンヴィル奈宝子/文・絵

ウルトラマンとぼくらＶＳ．怪獣ぐんだん 　　山本　孝/作・絵

うどんできた！ 　　加藤　休ミ/さく

手話でつながる世界のあいさつ 　　全国手話通訳問題研究会/作

うみでなんのぎょうれつ？ 　　オームラ　トモコ/作

育児

医学

実用

料理

園芸

スポーツ

おたすけこびととおべんとう 　　なかがわ　ちひろ/文

きらきら
社会

経済

調味料保存＆使い切りのアイディア帖 　　島本　美由紀/著

どこからきたの？おべんとう 　　鈴木　まもる/作・絵

異界からのラブレター（スパイガールＧＯＫＫＯ３） 　　薫　くみこ/作

ザ・１０回折りおり紙ヒコーキ 　　戸田　拓夫/著

身のまわりのものでできる手作りマスク

６月にあたらしく入った本

おすすめ

４月に亡くなられた映画監督・大林亘彦は、尾道市生まれ。

『転校生』『時をかける少女』『さびしんぼう』は“尾道三部

作”と呼ばれ、1984年にはロケ地巡り目的で、20万人以上の

若い観光客が訪れたそうです。

この機会に、ぜひご自宅で鑑賞してください。

『転校生』 （120分） 蓮佛美沙子/出演

『時をかける少女』 （104分） 原田知世/主演

『さびしんぼう』 （110分） 富田靖子/出演


