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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3年6月1日発行

『進化をたどる7億年の旅』 ｼﾞｮﾝ･ｳｯﾄﾞﾜｰﾄﾞ /作

河出書房新社/出版

時間をさかのぼり、過去の

地球でくりひろげられた、い

きものたちの世界を見にいき

ましょう。迫力の大型本を家

族で楽しんでみては？

休館日

休館日

いきものの種類が爆発的に増えた時代からヒト

が誕生し、現代にいたるまでの地球のうごきをダイ

ナミックにとらえよう! 各時代の特徴が盛り込まれ

た絵にひきこまれ、時の流れがつかめる絵本。見

返しにいきものの進化年表付き。

６月の「みんなの広場」は

休館日
読み聞かせ

おはなし会

10：30～

内容紹介

休館日

（月末整理）

休館日

読みたい本を予約しておくと貸出がスムーズです！

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

中止します。

『 お楽しみ 』

場 所:江田島図書館 2階 会議室
対 象:小学生以下 小さいお子さんは保護者同伴で

ご参加ください。

６月の ミニ図書館 は

☆平成3年からの江田島広報誌

☆平成3年出版の本・CD

おかげさまで、江田島図書館は30周年を迎えました！

5月『 こどもの日スペシャル 』

さとうみ科学館のミニ水族館がやってきた!

の展示を行います。

６月の「おはなし会」は

６ 月 12 日 （土） 10：30～ 中止します。

子どもたちは、西原館長のお話を聞きながら、

水槽の中にいる小さな生き物をとても熱心に

観察していました。工作の「ふわふわ立体た

こ」もとてもカラフルにできました。

『ふるさと再発見

江田島市古写真集 ～つむぐ記憶と記録～』

市民の皆さんから昭和の風

景や当時の懐かしい暮らしの

写真を募集し，付録のDVDも

含めて約350枚を収録してい

ます。現在の写真と見比べて

地域の移り変わりを見るのも

楽しいです。

図書館でも閲覧できますの

で，是非ご覧ください。
A4判，120ページ

販売価格：￥1,000

❶ 江田島市立図書館ホームページから

利用照会

❷ 利用者番号 と パスワードを入力して

ログインする

❸ Ｅメールアドレスの変更

E-Mail にアドレスを入力 変更する

これで完了です。

※予約した時に連絡方法をE-Mailにして

おくと，メールで連絡が届きます。

☆読み聞かせと楽しい工作！

予約と 返却，

予約資料の貸出

を受付けます。

通常開館の

予定

26日（土）10：30～ 行う予定です。

30周年記念 「特別展示」

中止します。

ご理解とご協力をお願いします。

６月の「おはなしタウン②」は
22日（火） 10：30～ 中止します。

6月21日（月）
～7月31日（土）

予約と 返却，

予約資料の貸出

を受付けます。

予約と 返却，

予約資料の貸出

を受付けます。

予約と 返却，

予約資料の貸出

を受付けます。

予約と 返却，

予約資料の貸出

を受付けます。

予約と 返却，

予約資料の貸出

を受付けます。

予約と 返却，

予約資料の貸出

を受付けます。



158 ともだちってどんなひと？ 赤木　かん子 /著

159 人間の器 丹羽　宇一郎 /著

369 非正規介護職員ヨボヨボ日記　 真山　剛 /著

376 誰にも聞けなかった！保育者のいろいろお悩み相談　 水野　智美 /著

377 インターンシップ　内定獲得のメソッド 岡　茂信 /著

383 美しい和菓子の図鑑 青木　直己 /監修

480 もっふもふ！　那須どうぶつ王国 那須どうぶつ王国 /著

481 世界一の動物写真　 ロザムンド・キッドマン・コックス /著 紙芝居 恩讐の彼方に（名作あらすじ紙芝居シリーズ　） 菊池　寛/原作

493 アラハチ、負けてたまるか！　 入江　健二 /著 裸川（名作あらすじ紙芝居シリーズ　） 太宰　治/原作

493 認知症になった蛭子さん　 蛭子　能収 /著

594 ステッチイデー　Bloom！刺しゅう花盛り　 日本ヴォーグ社 /刊 360 ふつうに生きるって何？　小学生の僕が考えたみんなの幸せ 井手　英策/著

596 プロのおうちごはん　NHKプロフェッショナル仕事の流儀 NHK「ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀」制作班 /編 481 海・川の危険生物スペシャル 今泉　忠明/監修

596 しあわせパンの旅　関西中国・四国 昭文社 /刊 481 いきもの口図鑑　 長谷川　眞理子/監修

599 いっさいはん minchi /さく・え 489 オランウータンに会いたい 久世　濃子/著

627 はじめての盆栽　 山田　香織 /著 読み物 アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ/作

781 伝承遊び大百科　現代アレンジで遊ぶ 西村　誠 /編 ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー/作

786 自然派ソロキャンプ浪漫　 徳間書店 /刊 おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ/作

911 おっとどっこい　坂本勤絵ことば集 坂本　勤 /著 怪奇漢方桃印　なかなかやばいの違反解除湯 廣嶋　玲子/作

911 超シルバー川柳　(90歳以上のご長寿傑作選) みやぎシルバーネット /編 ウィズ・ユー 濱野　京子/作

914 三谷幸喜のありふれた生活　予測不能 三谷　幸喜 /著 エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一/作

914 クラスメイトの女子、全員好きでした 爪　切男 /著 えほん アンパンマンとまほうのロープ やなせ　たかし/作・絵

929 きみは知らない 　チョン　イヒョン /著 どんめくり やぎ　たみこ/作

933 ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ /著 あまがえるのかくれんぼ たての　ひろし/作

小説 オオカミ県 多和田　葉子 /文 アルバうつくしいうみをまもった100さいのさかな　 ララ・ホーソーン/作・絵

ジュリーの世界 増山　実 /著 あきらがあけてあげるから ヨシタケ　シンスケ/作・絵

にぎやかな落日 朝倉　かすみ /著 えんそくねこねこ 長野　ヒデ子/作・絵

めぐりんと私。 大崎　梢 /著 もとこども 富安　陽子/作

旅する練習 乗代　雄介 /著 HACHI-ハチ- さくらば　えいえつ/作

春に散る（上・下） 沢木　耕太郎 /著 へんてこたいそう 新井　洋行/作・絵

「原子爆弾」その前後　 原　民喜 /著 じいちゃん、出発進行！ 藤川　幸之助/さく

文庫 身分帳 佐木　隆三 /著 プラスチックのうみ ミシェル・ロード/作

いのちの停車場 南　杏子 /著 きょうりゅうたちもほんがよめるよ ジェイン・ヨーレン/文

逃げるな新人外科医 中山　祐次郎 /著 おしえて！くもくん　プライベートゾーンってなあに？ 小笠原　和美/監修

● 一般書

小さくても、楽しみ方は無限大。大

好きな植物と器を組み合わせて、手

のひらサイズの盆栽をつくってみま

せんか? 手のひらで季節の移ろいを

楽しむ四季の盆栽など、さまざまな

手のひら盆栽の魅力を紹介します。

『カジュアルに楽しむ手のひら盆栽 』 園 芸

ビリ / 著 松岡 たつひで / 作

モグラ博士の作った乗りものに乗っ

て、アリの巣を見学したり、スズメバチ

の巣に突っ込んだり…。地面の下をめ

ぐる楽しい探検に出かけよう! あまが
える旅行社主催ツアー第4弾。

『 あまがえるりょこうしゃ ちかたんけん 』 えほん

福音館書店 / 刊

５ 月 新着資料情報

ブティック社 / 刊

● 児童書


