
　■“いつか行きたい”旅の本 ■今月の作家　「松谷みよ子」　（9/30～10/26）

　『ディズニー映画の世界を旅する』　JTBパブリッシング/出版

　『世界のダンジョン』　パイインターナショナル/編著

　『世界▷夢の映画旅行』　Ｆｉｌｍａｒｋｓ/映画選定

　『一瞬の宇宙』　ＫＡＧＡＹＡ/著

　『惑星ＭＡＰＳ』　宇宙兄さんズ/文

　『絶壁建築めぐり』　飯沼　義弥/著 ■季節の絵本「ハロウィンの絵本」

　『日本の伝統＆絶景１００』　朝日新聞出版/編

　『地球不思議の旅』　パイインターナショナル/出版 ほか

 2020 読書週間　10/27（火）～11/9（月）　

「ラストページまで駆け抜けて」

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/

○ 絵本の会

① ６日（火） 「おなかぺこぺこ食欲絵本」

② ２０日（火） 語りを学ぶ

午前１０時～１２時

〇 アート

１２日（月） 午前１０時～１２時

「あそびアート」

○ ＮＬＳ （のうみライブラリーシンフォニー）

１７日（土） 午後４時～６時

「癒しの音楽のひととき」
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『小鳥』（第１６号）の

作品募集は、終了しました。

今年も、多くの作品のご応募、ありがとうござい

ました。

ご応募いただいた作品の中から厳選に選

考し、令和２年１２月ごろ、『小鳥』第１６号を

発行の予定です。 お楽しみに！

○ カンガルーくらぶ （おはなし会）
３日（土） 午前１０時３０分～

〇 第１５回 図書館フェスタ

４日（日） 午前９時３０分～午後７時

〇 ハロウィンどくしょビンゴ

２５日（日） 午前９時３０分～午後７時

本を借りてビンゴに挑戦しよう！

プレゼントもあるよ♪

（読書会はお休みです）

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

１０月の

行事予定

１０月の

ミニ図書館

１０月７日（水）

２１日（水）

今月の運転手は、 シーくん

おっとりした性格で

お昼寝が好き♡

◆大柿市民センター整備事業に伴い、大柿図書室は１０

月から休室となります。

休室後は、予約した図書・雑誌の貸出・返却を、本庁１

階市民生活課でも行いますので、ご利用ください。

また、１１月１８日（水）から、本庁１階ロビーでミニ図書館

を行いますので、あわせてご利用ください。

毎月第１・３水曜日

午前１１時～１２時 三高会館

午後 ２時～３時 本庁１階ロビー （11/18～）

※市民サービスセンターは、江田島図書館から行きます。

今月の展示

図書館員のいちおし

『しっぱいにかんぱい！』

宮川 ひろ/作 小泉るみ子/絵

童心社/出版

人に言えない失敗は、だれにでもありま

す。 しっぱいしても 大丈夫！ 読むと元

気が出るおはなしです。

「・・・にかんぱい！」シリーズは能美図書館に10冊あります。

一度読んでみてください。 (担当：高森）

いま、電子メディアの発達によって、世界の情報伝達の流れは、大きく変わろうとしてい

ます。しかし、その使い手が人間であるかぎり、その本体の人間性を育て、かたちづくるの

に、「本」が重要な役割を果たすことはかわりありません。

暮らしのスタイルに、人生設計のなかに、新しい感覚での「本とのつきあい方」をとりい

れていきませんか。

今年の「読書週間」が、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけと

なることを願っています。

1926年東京生まれ。児童文学作家。1951年

『貝になった子供』を出版し、児童文学者協会

新人賞を受賞。1956年より民話採訪を始め、

1960年、信州に伝わる小泉小太郎伝説などを

もとにして書いた『龍の子太郎』が国際アンデル

セン賞優良賞を受賞。また、『ちいさいももちゃ

ん』で野間児童文学賞を受賞。あかちゃんの

本シリーズなど著書多数。

10/31（土）はハロウィンです。

絵本の世界でハロウィンを楽しもう！

今年はどこにも行かれなかったとしても、きっといつか

行けると信じて、行きたい場所を探してみよう！

想像なら、どこまでも行ける！

９月のふれあい広場では、新聞エコバッグを作りました。

まずは、新聞紙一枚を使って基本的な形を作りました。 作り方

は単純ですが、まっすぐに折ったりきれいに重ねるなどの細かい

作業もあり、皆さん丁寧に作っていきました。

カラー写真などのあるページを表側に使ったり、持ち手を麻ひも

やワイヤー、リボンにするなど、アレンジ

次第で素敵なバッグができます。

参加者は「さっそく家でもう一度作

ってみたい」と、満足そうでした。

★ 館内に作品を展示していますので、

ご覧ください。

図書館フェスタ開催！

１０月４日（日）
展示のテーマは

「“いつか行きたい”旅の本」

リサイクルブックマーケットやクイズ、工

作など一日を通してお楽しみください。

ハロウィンどくしょビンゴ

１０月２５日（日）
も、お楽しみに！



一般書 スポーツ 介護予防に効く「体力別」運動トレーニング 中村　容一/著

決定版！実戦で役立つグラウンド・ゴルフ 朝井　正教/著

サラリーマン球団社長 清武　英利/著 文藝春秋

詩歌 わたしの芭蕉 加賀　乙彦/著 講談社

エッセイ いくつになっても 中野　翠/著 文藝春秋

郷土

児童書
桜のような僕の恋人 宇山　佳佑/著 集英社 うみのとしょかん　あらしがやってきた 葦原　かも/作 講談社

１日１０分のごほうび 赤川　次郎ほか/著 双葉社 しずくちゃん　３５　こちら、しずくたんていじむしょ ぎぼ　りつこ/作・絵 岩崎書店

最後の晩ごはん　１４ 椹野　道流/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 名作古典にでてくるどうぶつの不思議なむかしばなし 福井　栄一/訳著 汐文社

青くて痛くて脆い 住野　よる/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ＩＱ探偵ムー　３８　赤涙島の秘密 深沢　美潮/作 ポプラ社

糸 林　民夫/著 幻冬舎 ＩＱ探偵ムー　３９　元の夢、夢羽の夢 深沢　美潮/作 ポプラ社

読書 この本読んで！　２０２０年秋号 松林　弘治/著

哲学 ダンナさまは幽霊 流光　七奈/原作 イースト・プレス 絵でわかるはじめてのプログラミング 石戸　奈々子/監修 学研プラス

人生訓 一人暮らしパラダイス 弘兼　憲史/著 大和書房 さがしてみよう！まちたんけん　１～５ 森田　和良/監修 ポプラ社

歴史 安政五年、江戸パンデミック。 立川　談慶/著 ソニー・ミュージック 塚越　覚/監修 ポプラ社

地理 地図で楽しむすごい広島 都道府県研究会/著 洋泉社 こどもくらぶ/編 ポプラ社

卒寿の自画像 中西　進/著 東京書籍 パラアスリートたちの挑戦　１～５ 越智　貴雄/写真　文 童心社

アフターコロナを勝ち抜く処方箋 黒川　公明/著 時局社 ねこはるすばん 町田　尚子/作 ほるぷ出版

日経ＢＰ きせつのぎょうじきょうはなんのひ？ ａｎｄ　ＥＩＧＨＴ/さく 交通新聞社

隣り近所の法律知識　２０２０第６版 自由国民社 おとうふ２ちょう くろだ　かおる/さく ポプラ社

山口組ぶっちゃけ話 竹垣　悟/著 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ どちらがおおい？かぞえるえほん 村山　純子/著 小学館

福祉 コ―タリン＆サイバラの介護の絵本 神足　裕司/著 文藝春秋 だれだれ？ハロウィン えがしら　みちこ/著 白泉社

おはなしおばさんのおはなし春夏秋冬 藤田　浩子/語り 読書サポート おばけになりたいなす 岩神　愛/作・絵 岩崎書店

ＡＤＨＤ注意欠如・多動症の本 司馬　理英子/著 主婦の友社 あっごきぶりだ！ 塚本　やすし/作 ポプラ社

経済 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 エクスナレッジ あつかったらぬげばいい ヨシタケ　シンスケ/著 白泉社

情報 できるＺｏｏｍビデオ会議が使いこなせる本 法林　岳之/著 インプレス おもいではきえないよ ジョセフ・コエロー/作 文研出版

民俗 刃物たるべく 土田　昇/著 みすず書房 まほうのハッピーハロウィーン 石津　ちひろ/文 ブロンズ新社

はじめてのセルフリノベ 長野　恵理/著 エクスナレッジ 子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語 ミシェル・マーケル/文 西村書店

おうちでできるヘアカット ＧＡＲＤＥＮ/監修 主婦の友社 おおぐいタローいっちょくせん マスダ　カルシ/著 白泉社

ホットプレートひとつでごちそうごはんができちゃった 黄川田　としえ/料理 主婦の友社 よみきかせいきものしゃしんえほん　１～３５ 岩崎書店

ポリ袋で作るズボラさんの感動おやつ 梶　晶子/著 家の光協会 紙芝居

つくりおきおかずでほぼ朝つくらないお弁当 小田　真規子/著 扶桑社

９８歳、石窯じーじのいのちのパン 竹下　晃朗/著 筑摩書房

園芸 おうちでとれたて野菜 河村　毬子/著 河出書房新社 ＡＶ
広告 発掘！歴史に埋もれたテレビＣＭ 高野　光平/著 光文社 塚本　連平/監督　篠原　涼子/出演

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　巻９６ 尾田　栄一郎/著 集英社 キングダム 佐藤　信介/監督　山崎　賢人/出演

名探偵コナン　ＶＯＬＵＭＥ９８ 青山　剛昌/著 小学館 マスカレード・ホテル 鈴木　雅之/監督　木村　拓哉/出演

芸術 内なる町から来た話 ショーン・タン/著 河出書房新社 ＰＡＮ ジョー・ライト/監督　リーヴァイ・ミラー/出演

工芸 夢もまた青し 志村　ふくみ/著 河出書房新社 ＨＵＧっと！プリキュア♥ふたりはプリキュア　オールスターズメモリーズ

すみっコぐらし紙バンドで作るかわいいバスケット 山本　めぐみ/著 ブティック社 宮本　浩史/監督

世界一たのしい！切り紙ブック いしかわ　まりこ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 若おかみは小学生！ 高坂　希太郎/監督

写真集 ＣＤ

小説

出版文化産業振興財団

マイナンバーカード・マイナポータル徹底活用丸分かりマニュアル

メイツユニバーサルコンテンツ

よみもの

絵本

パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング　１～３　 角川アスキー総合研究所

呉・江田島の昭和 千田　武志/監修

今日も嫌がらせ弁当

ＳＴＲＡＹ　ＳＨＥＥＰ　（入荷予定） ＫＥＮＳＨＩ　ＹＯＮＥＺＵ/演奏

おばけのおうさまゴホンゴホン 田中　六大/作絵 教育画劇

ビリビリ！チョキチョキ！大へんしん！切り紙あそび　１～５　

毎日かんさつ！ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり　１～８　

樹林舎

ベースボール・マガジン社

残照の剣　（風の市兵衛　２－２７） 辻堂　魁/著 祥伝社

四畳半タイムマシンブルース 上田　誠/原案 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

冥府からの刺客　(日暮左近事件帖　９） 藤井　邦夫/著 光文社

帝都騒乱　（サーベル警視庁２） 今野　敏/著 角川春樹事務所

もう、聞こえない 誉田　哲也/著

伊東昭義　海・色彩と造形のきらめき 伊東　昭義/著 求龍堂

幻冬舎

マンガ

工作

ＤＶＤ

伝記

小説
（文庫）

社会

教育

実用

料理

向島・箱屋の新吉 小杉　健治/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

無邪気な助っ人　（大江戸けったい長屋　２） 沖田　正午/著 二見書房

地獄の清掃人 和久田　正明/著 徳間書店

大河の剣　１ 稲葉　稔/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

９月にあたらしく入った本


