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○能美図書館○

図書館員のいちおし

『夏がきた』

羽尻 利門/作

あすなろ書房/出版

とても懐かしい夏の風景です。

今の子どもたちにはあまりピンとこないかもしれません

が・・・。

風鈴、麦茶、夏休み。

海の家、夕立、線香花火。

そんなあれこれを包んだ、夏の空。

「夏がきた！」

今年もまた、そう思わせてくれる日本の夏の絵本です。

（担当：志茂）

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。今年はオリジナルフェイスタオルを

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

となりますのでご了承ください。

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

９/３０まで

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

８月の

ミニ図書館

今月の運転手は

レモンくん♪
８月 ５日（水）

１９日（水）

三高会館
１１時～１２時

８月の行事予定

〇 カンガルーくらぶ （おはなし会）

1日（土） 午前１０時３０分～

〇 絵本の会①

４日（火） 午前１０時～１２時

「夏のおすすめの本」

〇 ふれあい広場

２２日（土） 午前１０時３０分～１１時３０分

「おばけをつくろう」

小学生以下６名まで （要予約）

● アート・絵本の会②・読書会・ＮＬＳはお休みです。

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

今月の展示

INFORMATION
７月のふれあい広場では、ペットボトルキャップを使って簡

単なおもちゃを作りました。

ペットボトルキャップを集めてみると、とってもカラフル！そこ

で、エリック・カール/作の絵本『はらぺこあおむし』のように、

カラフルなあおむしを作ってみることにしました。

穴をあけたキャップを好きな色順に並べ、ひもでつなぎま

す。間には切ったストローを挟み、目や触角をつければ完

成！身近なものを使って、引っ張って遊ぶおもちゃが簡単

にできました！

８月のふれあい広場は、「おばけをつくろう」と

題し、簡単な動くおもちゃを作ります。

８月２２日（土）１０：３０～１１：３０

小学生以下６名（要予約）

※新型コロナウイルス感染症予防のため、例

年の「怖い映画上映会」は行いません。

※８月は、

月末整理を

行いません。

ご希望の本などがあれば、事前

にご相談ください。

子ども司書養成講座

実施中

７月２５日（土）から、能美図書館

内で、子ども司書養成講座を受講

中の子どもたちが、実地研修に取り

組んでいます。

本の貸出・返却などの窓口業務や

書架の整理、行事への参加など、さ

まざまな図書館の仕事を体験するこ

とで、図書館や読書への理解を深め、

まわりの友だちにも広めていくという使

命感を持って頑張ってくれています。

見かけたら、温かく見守ってください

ね。

■ 夏休みの特集
・自由研究、工作、感想文の書き方

・読書感想文の課題図書

・夏のおすすめ本 など

■ 今月の作家 「マーガレット・ワイズ・ブラウン」
1910年アメリカ・ニューヨーク州生まれ。ホリンズ大学卒業後バ

ンク・ストリート教育大学で学び、子どもの本の作家として１００冊以

上の絵本を発表。１９５２年没。

■ 季節の絵本
「夏の絵本」

■ 平和を考える本 （8/16まで）



【一般書】 【児童書】
　あさの　あつこ/著 実業之日本社 　廣嶋　玲子/著 講談社

　今野　敏/著 集英社 　日向　理恵子/作 童心社

　青山　美智子/著 宝島社 　斉藤　洋/作 講談社

　島田　雅彦/著 新潮社 　篠原　明夫/著 主婦の友社

　伊東　潤/著 中央公論新社 　水族館のサバイバル　１ 　ゴムドリｃｏ．/文 朝日新聞出版

文藝春秋 　わけあって絶滅しました。も～っと 　丸山　貴史/著 ダイヤモンド社

KADOKAWA 　立花　愛子/著 メイツ出版

双葉社 　小学生の自由工作パーフェクト　低・高学年編 　成美堂出版編集部/編 成美堂出版

集英社 　スーパー図解工作図鑑 　かざま　りんぺい/著 主婦の友社

文藝春秋 　ふーってして 　松田　奈那子/作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小学館 　まるぽちゃおまわりさん ＰＨＰ研究所

　父子（おやこ）十手捕物日記 　鈴木　英治/著 光文社 　こうまのマハバット 　市川　里美/作 ＢＬ出版

　ご隠居は福の神　３　いたち小僧 　井川　香四郎/著 二見書房 　つめかみおばけ 　よしむら　あきこ/作・絵 教育画劇

哲学 　中動態の世界 　國分　功一郎/著 医学書院 　男の子でもできること 　プラン・インターナショナル/文 西村書店

　１３歳から分かる！７つの習慣 日本図書センター

　一瞬で心をつかむ！聞く力 　菊原　智明/著 学研プラス

　靖国神社の緑の隊長 　半藤　一利/著 幻冬舎

　一気に同時読み！世界史までわかる日本史 　島崎　晋/著 SBクリエイティブ

　黒い雨に撃たれて　上・下 　パメラ・ロトナー・サカモト/著

　ニコラ・テスラ秘密の告白 　ニコラ・テスラ/著 成甲書房

　ハリエット・タブマン 　篠森　ゆりこ/著 法政大学出版局

　６０歳からの青春１８きっぷ入門 　松本　典久/著 天夢人

　おいしい道の駅ドライブ　（中国・四国） 昭文社

　六法全書　令和２年版　１・２ 有斐閣

　自分で書く「シンプル遺言」 　竹内　亮/著 講談社

　日本をダメにした財務省と経団連の欺瞞 　三橋　貴明/著 小学館

　地方議員は必要か 　NHKスペシャル取材班/著 文藝春秋

　おばけの作り方教えます 　芳賀　哲/著 一声社

　とことん紙コップレシピ 　野出　正和/著 チャイルド社

　この子はこの子のままでいいと思える本 　佐々木　正美/著 主婦の友社

実用 　「育ちがいい人」だけが知っていること 　諏内　えみ/著 ダイヤモンド社

数学 　小学校６年分の算数が教えられるほどよくわかる 　小杉　拓也/著 ベレ出版

　ケアマネ必携！医療知識ハンドブック 　苛原　実/著 中央法規出版

　全国認知症カフェガイドブック 　コスガ　聡一/著 クリエイツかもがわ

　よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 　上地　賢/著 秀和システム

建築 　遊郭 　渡辺　豪/著　 新潮社

日本ヴォーグ社

ブティック社

料理 池田書店

育児 講談社

朝日新聞出版

朝日新聞出版

芸能 辰巳出版

スポーツ 学研プラス

エッセイ マガジンハウス

手記 左右社

小説

　オフマイク

　ただいま神様当番

　スノードロップ

手芸

法律

教育

医学

趣味

社会

旅行

人生訓

小説
（文庫）

歴史

伝記

　美女ステイホーム 　林　真理子/著

　仕事本 　左右社編集部/編

　風を結う

　組み方を楽しむエコクラフトのかご作り 　荒関　まゆみ/著

　志村けん「笑いの神様」の一生 　しむけん研究会編集部/編

　わが子の運動神経がどんどんよくなる本 　遠山　健太/著

　おいしい味つけ１：１：１の便利帖 　堀江　ひろ子/著

　パパいや、めろん

　「7つの習慣」編集部/監修

　海猫沢　めろん/著

　エコクラフトで編む暮らしのかごとバッグ 　荒関　まゆみ/著

　すっきり見えてゆったり着られる大人服 　藤塚　未紀/著

　手作りしたいみんなの浴衣と甚平

　村山　由佳/著

　鼠異聞　上・下　（新・酔いどれ小藤次　１７） 　佐伯　泰英/著

　突きの鬼一　６　春雷 　鈴木　英治/著

　囚われの山

　音速の刃 　未須本　有生/著

　心霊探偵八雲　１２　魂の深淵 　神永　学/著

　鬼人幻燈抄　４　幕末編　天邪鬼の理 　中西　モトオ/著

　おいしいコーヒーのいれ方　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ　９

BL出版

低学年

　マーガレット・ワイズ・ブラウン/作

よみもの

えほん

慶應義塾大学出版会

　つくって遊べる！小学生のおもしろ工作　３・４年生

　えほん図鑑へんてこ！ はた　こうしろう/作 アリス館

　あいぼうはどこへ？ ジョシュ・ファンク/ぶん イマジネイション・プラス

　うみへいったちいさなカニカニ クリス・ホートン/作

理論社

佼成出版社

　ふゆとみずのまほうこおり 片平　孝/写真・文 ポプラ社

　わたしのペットはまんまるいし スティーブンW．マーティン/作

BL出版

　おじいちゃんの手帳 藤川　幸之助/さく クリエイツかもがわ

　自転車がほしい！ マリベス・ボルツ/文 光村教育図書

ポプラ社

福音館書店

　サッカク探偵団　（１～３巻） 藤江　じゅん/作 KADOKAWA

　ふたりの約束 プニーナ・ツヴィ/文

偕成社

　あかちゃんいまどのくらい？ スムリッティ・プラサダム=ホルス/ぶん 潮出版社

　とんでいったふうせんは ジェシー・オリベロス/文 絵本塾出版

西村書店

KADOKAWA

　りんごだんだん 小川　忠博/写真と文 あすなろ書房

　鳴く虫「音声」図鑑 奥山　風太郎/著 DU　BOOKS

　生き抜くチカラ 為末　大/著 日本図書センター

　ぼくのつばめ絵日記 深山　さくら/作 フレーベル館

あかね書房

岩波書店

　あの子の秘密 村上　雅耶/作 フレーベル館

　ソロモンの白いキツネ ジャッキー・モリス/著 あすなろ書房

　モノのなまえ事典 杉村　喜光/文 ポプラ社

金の星社

　焼けあとのちかい 半藤　一利/文 大月書店

　ぼくらしく、おどる 大前　光市/著 学研プラス

　こども六法 山崎　聡一郎/著 弘文堂

中学年

高学年

　大人になってこまらないマンガで身につく整理整頓 辰巳　渚/監修

　魔法のカクテル ミヒャエル・エンデ/作

　夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの 濱野　京子/作

　じりじりの移動図書館（ブックカー）

　雨ふる本屋と雨かんむりの花

　ルドルフとノラねこブッチー

　脚本家が教える読書感想文教室

　からくり探偵団　（１，２巻） 藤江　じゅん/作

　ふしぎ駄菓子屋銭天堂　（１～１３巻） 廣嶋　玲子/作

　いのちあふれる海へ クレアA．ニヴォラ/さく

　海ガラスの夏 ミシェル・ハウツ/文

　うみのべっそう 竹下　文子/さく

　まいごのしにがみ いとう　みく/作

７月に新しく入った本

★ 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。）


