
■今月の作家　「星 新一」　（9/1～9/28まで）

　■何度でも更新しよう“防災”

　《一般書》

　『自然災害へのそなえ』　防災・減災サポートセンター/編著

　『レスキューナースが教えるプチプラ防災』　辻　直美/著

　『災害から命を守る「逃げ地図」づくり』　ぎょうせい/出版

　『クックパッド防災レシピBOOK』　扶桑社/出版

　《児童書》 ■季節絵本　「秋の絵本」

　『こどものための防災教室ー身の守りかたがわかる本ー』

　『こどものための防災教室ー災害食がわかる本ー』

　　　今泉　マユ子/著

　『もしものときのサイバイバル術』　峯村　真/まんが ほか

　『“今”からできる！日常防災』　永田　宏和/監修

図書館員のいちおし

『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ』

アンジー・トーマス/作

服部 理佳/訳

岩崎書店

女子高校生スターの目の前で、幼なじみカリルが白人警

官により射殺された。ショックを受け、悩み、怯えながらも、真

実とは異なって報道される事件に立ち向かう・・・。

主人公スターの勇気、そしてスターを支える家族や友達の

勇気に胸が熱くなると同時に、人種差別問題について考えさ

せられます。 933ト・児童書（中学生以上） 担当：脇田

○おはなしレストラン
① １日（火）午前１０時～１２時

「ペットのでてくる絵本」
② １５日（火）午前１０時～１２時

「語りを学ぶ」

〇カンガルーくらぶ （おはなし会）
５日（土）午前１０時３０分～

○アート
１４日（月） 午前１０時～１２時

〇NLS
１９日（土）午後４時～６時

●読書会はしばらくお休みします。

第１９１号 令和２年 ９月１日

９月の

行事予定

○ふれあい広場
１９日（土） 午後２時～
「新聞エコバッグを作ろう」
対象：大人６名（要予約）

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

〇能美図書館〇

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

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/

９月の

ミニ図書館

９月 ２日（水）
１６日（水）

三高会館
１１時～１２時

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

た元気な女の子です。

よろしくね！

（祭礼に伴う休館日の変更はありません）

今月の展示

８月のふれあい広場では、自宅でも用意できる画用紙、

紙コップ、ストローなどを使って 簡単にできるおばけを４体

作りました。

子ども司書養成講座受講中の子ども達も参加して、自

分たちも作りながら、小さな子ども達にも指導してくれました。

参加者は、それぞれが自分なりの作品を作り、満足そうに、

「簡単なので、家に帰ってから、また作りたい！」と、うれし

そうでした。

大柿市民センターの建て替え工事のため、大

柿図書室は10月1日から休室します。利用者の

皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解

とご協力をお願いします。

なお、休室後は本庁市民生活課で、予約し

た図書や雑誌の貸出・返却ができます。

■■■10月からのミニ図書館■■■

毎月第１・３水曜日

１１：００～１２：００ 三高会館

１４：１５～１５：００ 市民サービスセンター

能美図書館から行きますので、ご利用ください。

1926年、東京生まれ。東京大学農学部卒業。

57年に日本最初のSF同人誌「宇宙塵」に参画、

ショート・ショートとよばれる短編の新分野を確立

し、千以上の作品を発表。

『星新一ショートショートセレクション』 理論社

ほか

季節の絵本コーナーでは、落ち葉やどんぐり、

おいもほりなど、秋にちなんだ絵本を集めて展

示します。暑い日もありますが、秋の気分を楽

しみましょう。

『小鳥』の締め切りせまる！

児童文学誌『小鳥』（第１６号）に掲載する作品の応募

締め切りがせまっています！

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！

９月３０日（水）まで

※当日消印有効

10月のふれあい広場 予告

第15回 図書館フェスタ

10月４日（日）

９:30～19:00

年に一度の能美図書館のお祭りです！図書

展示、本のリサイクル市、工作教室、クイズなど、

大人も子どもも楽しめます。ぜひご来館ください。

好評開催中！

～本でめぐる～

江田島しましまスタンプラリー

９月３０日（水）まで

図書館の本を３０冊読んで、記念品をもらおう！

今年の記念品は、オリジナル・フェイスタオルです。



一般書
携帯電話

写真集 トンネル誕生 山崎　エリナ/撮影 グッドブックス

工作 きせかえ折り紙ドール いしばし　なおこ/著 ブティック社

幻のオリンピック ＮＨＫスペシャル取材班/著 小学館

マリンスポーツのための海の気象がわかる本 サーフレジェンド/監修

部活めし！ 村田　裕子/監修・料理 オレンジページ

アウトドア ヒロシのソロキャンプ ヒロシ/著 学研プラス

老人の美学 筒井　康隆/著 新潮社

老いの練習帳 外山　滋比古/著 朝日新聞出版

欲が出ました ヨシタケ　シンスケ/著 新潮社

郷土 平和写真集 平和写真プロジェクト

児童書
団地のコトリ 八束　澄子/著 ポプラ社

ほねほねザウルス　２３ カバヤ食品株式会社/原案 岩崎書店

坂の上の図書館 池田　ゆみる/作 さ・え・ら書房

怪盗レッド　１４～１８巻 秋木　真/作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

魔天使マテリアル　２８～３０巻 藤咲　あゆな/作 ポプラ社

ウォーリアーズ　４－６ エリン・ハンター/作 小峰書店

インカ帝国天空の都　（マジック・ツリーハウス　４８） ＫＡＤＯＫＡＷＡ

マイク アンドリュー・ノリス/著 小学館

ぼくだけに見えるジェシカ アンドリュー・ノリス/作 徳間書店

読書 きみの声がききたくて オーウェン・コルファー/作 文研出版

雑学 どうしてしんがたコロナになるの？ 松永　展明/監修 金の星社

哲学 恐竜の迷路 香川　元太郎/作・絵 ＰＨＰ研究所

歴史 ひろった・あつめたぼくのマツボックリ図鑑 盛口　満/絵・文 岩崎書店

柴田勝家　（コミック版日本の歴史　７５） 加来　耕三/監修 ポプラ社

トラいっしょに ダイアン・ホフマイアー/文 徳間書店

金の鳥 八百板　洋子/文 ＢＬ出版

わたしのふうせん マリオ・ラモ/絵・文 平凡社

全ウルトラヒーロー＆ウルトラマンＺひみつ大図鑑 円谷プロ/監修 講談社

ゆめレスキュー ＮＯＢＵ/作 アルファポリス

かべのあっちとこっち ジョン・エイジー/さく 潮出版社

カブトムシのガブリエル、もりのヒーロー 香川　照之/作 講談社

びんにいれたおほしさま サム・ヘイ/文 主婦の友社

かしたつもり×もらったつもり かさい　まり/さく くもん出版

ここにいる あおき　ひろえ/作 廣済堂あかつき

わたしに手紙を書いて シンシア・グレイディ/文 評論社

生物 ねぐせのしくみ ヨシタケ　シンスケ/作 ブロンズ新社

中央法規出版 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン/再話 評論社

いしになったかりゅうど 大塚　勇三/再話 福音館書店

４さいのこどもって、なにがすき？ ウィリアム・コール/さく 好学社

こんにちは！わたしのえ はた　こうしろう/作 ほるぷ出版

清掃 ハイファイブ アダム・ルービン/作 ひさかたチャイルド

手芸 こいぬのルナ、コロナウィルスにたちむかう アダムM．ウォレス/作 子どもの未来社

料理 コロナとたたかうぼく 塚本　やすし/作・絵 ニコモ

メアリー・ポープ・オズボーン/著　

絵本

よみもの

スポーツ

エッセイ

スキマワラシ 恩田陸/著 集英社

夢をかなえるゾウ　４

いちねんかん　（しゃばけシリーズ　１９） 畠中　恵/著 新潮社

ブラックウェルに憧れて 南　杏子/著 光文社

法廷遊戯 五十嵐　律人/著 講談社

図書館の子 佐々木　譲/著 光文社

毒島刑事最後の事件 中山　七里/著 幻冬舎

一人称単数 村上　春樹/著 文藝春秋

小説

小説
（文庫）

首里の馬　（芥川賞受賞作品）

水野　敬也/著 文響社

高山　羽根子/著 新潮社

お父さんはユーチューバー 浜口　倫太郎/著 双葉社

勘定侍柳生真剣勝負　２　始動 上田　秀人/著 小学館

太平洋食堂 柳　広司/著 小学館

あの夏の日、私は君になりたかった。 いぬじゅん/著 スターツ出版

鬼役　３０ 坂岡　真/著 光文社

親子の絆にあらがって　（親子十手捕物帳　５） 小杉　健治/著 角川春樹事務所

偽久蔵　（新・秋山久蔵御用控　８） 藤井　邦夫/著 文藝春秋

山くじら　（居酒屋お夏　春夏秋冬） 岡本　さとる/著 幻冬舎

ぬくもり湯やっこ　（駆け込み船宿帖） 澤見　彰/著 小学館

京都寺町三条のホームズ　１５ 望月　麻衣/著 双葉社

商武の絆　（おれは一万石　１４） 千野　隆司/著 双葉社

妻紅　(神田職人えにし譚　２） 知野　みさき/著 角川春樹事務所

街角図鑑　街と境界編 三土　たつお/編著 実業之日本社

時間 エヴァ・ホフマン/著 みすず書房

ビブリア古書堂の事件手帖　Ⅱ 三上　延/著 KADOKAWA

中年の本棚 荻原　魚雷/著 紀伊國屋書店

「大人の引きこもり」見えない息子と暮らした母親たち 臼井　美伸/著  育鵬社

ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子/著 文響社

日本史の定説を疑う 本郷　和人/著 宝島社

国際ニュースの読み方 馬渕　睦夫/著 マガジンハウス

気配りが９割 田村　重信/著 飛鳥新社

レクリエ２０２０－９・１０月 世界文化社

緊急解説！２０２０年上半期ニュース丸分かり８０ 毎日新聞社/著 毎日新聞出版

私は真実が知りたい 赤木　雅子/著 文藝春秋

いじめ・自殺ストップ作文集 再チャレンジ東京/企画・編集 国書刊行会

学校に行きたくない君へ　続 全国不登校新聞社/編 ポプラ社

レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻　直美/著 扶桑社

災害から命を守る「逃げ地図」づくり 逃げ地図づくりプロジェクトチーム/編著 ぎょうせい

文響社

認知症でも心は豊かに生きている 長谷川　和夫/著

ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川　和夫/著 KADOKAWA

ぼくの「自学ノート」 梅田　明日佳/著 小学館

面白くて眠れなくなる恐竜 平山　廉/著 PHPエディターズグループ

社会

福祉

教育

医学

日経ＢＰ

下味冷凍スピードおかず 石澤　清美/著 主婦と生活社

いちばんやさしい６０代からのＡｎｄｒｏｉｄスマホ 増田　由紀/著

ゴミ清掃員の日常　ミライ編 滝沢　秀一/原作・構成 講談社

メイツユニバーサルコンテンツ

「帯」から作るバッグ ブティック社

ディープメディスン エリック・トポル/著 NTT出版

緑内障

８月にあたらしく入った本


