
　『木のストロー』 西口　彩乃/著

　『ど～する海洋プラスチック』 西尾　哲茂/著

　『捨てられる食べものたち』 井出　留美/著

　『「脱使い捨て」でいこう！』 瀬口　亮子/著

　『海の生物多様性を守るために』 秋道　智彌/編著

高田　秀重/監修

　『ポリぶくろ、１まい、すてた』 ミランダ・ポール/文

　『クジラのおなかからプラスチック』 保坂　直紀/著

　『グレタとよくばりきょじん』 ゾーイ・タッカー/作

　『どうながのプレッツェル』 福音館書店

　『ひとまねこざる』シリーズ 岩波書店

　『おかえりなさいスポッティ』　 文化出版局

　『ポケットのないカンガルー』 偕成社

　『おさるのジョージ』シリーズ 岩波書店

　「歯と口の健康週間」

　『はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう』　くぼ　まちこ/著

　「時の記念日」
　６月１０日は時の記念日。時計ってすごい。

　『メアリー・アリス・いまなんじ？』　ジェフリー・アレン/文

　『おおかみさんいまなんじ？』　中川　ひろたか/文

　「父の日えほん」

　『おとうさんのえほん』　高畠　純/作

　『かわいいおとうさん』　山崎　ナオコーラ/ぶん

　「雨ふり絵本」

　『プラスチックモンスターをやっつけよう！』

　６月４日は虫歯予防デー、６月４日～１０日は歯と口の健康
　週間です。ちゃんと歯をみがいているかな？

　『はいしゃさんなんかへっちゃらだい』　本田　カヨ子/作（紙芝居）

　６月２０日（日）は父の日です。言葉で伝えきれない気持ち
　を、絵本で読んでみませんか。

　平年よりも２０日以上早い梅雨入り。外で遊べない日には、
　お家で読書を楽しもう！

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/

第２００号 令和３年６月１日

のうみ図書館

だより
児童文学誌『小鳥』 （第１７号） 作品募集

募集内容

【児童の部】

・表紙絵

背景をつけた「小鳥」の絵 （Ａ４サイズ以内）

・童話、おきかえ詩、詩、川柳、

生活作文（小学校３年生以下）

４００字詰め原稿用紙１０枚以内

※おきかえ詩とは、自分を、動物や文房具などに

おきかえて、その思いを表現したものです。

「季節の絵本」コーナー （一部）

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

「環境問題を考えよう」
６月５日は環境の日、６月の一か月間は環境月間です。

環境問題に関する本を展示しますので、まずは知ること、そ

して何かひとつできることから始めてみませんか。

『わにのはいた』
マーガリット・ドリアン/ぶんとえ

光吉 夏弥/やく

大日本図書/出版

眠れないほどに歯が痛くなった動物園のわに・

アリ。園長さんの命令で、バスに乗って歯医者に行

くことになりますが、こわくてしかたがないアリは・・・。

６月４日～１０日は歯と口の健康週間です。歯医

者をこわがる情けないアリを知ったら、歯みがきをし

たくなりますよ。 （担当：木原）

今月のミニ図書館は、お休みです。

次回は、７月７日（水）となります。

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

緊急事態宣言の延長に伴い、休館が延長となりました。利用

者の皆様にはたいへんご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を

お願いします。

◆休館中の利用案内◆

貸出は、電話や図書館ホームページからのご予約資料のお渡

しのみとなります。（館内へ入ることはできません）

予約による市民センター等での受け渡しも可能です。

（江田島市民センター・能美市民センター・沖美市民センター・

三高支所・市民サービスセンター・市役所本庁市民生活課）

電話の回線が込み合う場合がありますので、お電話でのご予約

時にはあらかじめタイトルや著作者をお調べください。

９時３０分～１９時（木曜日を除く）

※今後の状況により、期間が変更する場合があります。・

【一般（中学生以上）の部】

・童謡（歌詞と曲）、童話、おきかえ詩、詩

応募締め切り

令和３年９月３０日（木） 当日消印有効

お問い合わせは、能美図書館まで。

たくさんのご応募をお待ちしています！

ふれあい広場 今月の展示 （一部）

図書館員のいちおし

５月５日のこどもの日は、新聞紙を使って遊べるお

もちゃ作りをしました。

最近では新聞をとっていない家庭も多くなっている

ようですが、かつてはどの家庭にも新聞紙があり、ま

るめたり折りたたんだり破ったり・・・と、子どもたちの

遊び道具の一つでした。

今回は、昔ながらのかぶとにひと工夫を加えたうさ

ぎのかぶりものや、刀を作り、楽しいひとときを過ごし

ました。

６月のふれあい広場は中止とします。

７月のふれあい広場で、自然にやさしいヘンプ糸

という麻の糸を使い、ブレスレットを作ります。

７月１０日（土） 午後２時～

対象：中学生以上 6名（要予約）

「今月の作家：H・A・レイ」
ハンス・アウグスト・レイ（1898～1977）とマーガレット・レイ

（1906～1996）はドイツのハンブルク生まれ。1940年にアメリ

カへ渡り、「おさるのジョージ」シリーズをはじめ多くの絵本を

出版。絵本やテレビでも人気の「おさるのジョージ」は、2021

年に誕生80周年。

ホームページの便利ワザ！

江田島市立図書館ホームページには、「本の紹

介」というページがあり、図書館のおすすめの本を紹

介しています。

例えば、「本の紹介」の能美図書館をクリックすると、

「季節の絵本」や「今月の作家」など、主にその月の

展示を紹介しています。表紙画像を表示してある本も

多くあるので、本を探すときの参考にしてください。

ちなみに６月は「環境問題を考えよう」「今月の作

家：H・A・レイ」「雨降りえほん」などがあります。ぜひ

チェックしてみて下さい。



【一般書】

カード師 中村　文則/著 朝日新聞出版 趣味 地図アプリで始める山の地図読み 佐々木　亨/著 山と溪谷社

月下のサクラ 柚月　裕子/著 徳間書店 硝子戸のうちそと 半藤　末利子/著 講談社

小島 小山田　浩子/著 新潮社 愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内　寂聴/著 宝島社

ひきなみ 千早　茜/著 KADOKAWA

疼くひと 松井　久子/著 中央公論新社 【児童書】

レースの村 片島　麦子/著 書肆侃侃房 片神　貴子/訳 合同出版

もろびとの空　三木城合戦記 天野　純希/著 集英社 榎本武揚　（コミック版日本の歴史　７８） 加来　耕三/監修 ポプラ社

最高のアフタヌーンティーの作り方 古内　一絵/著 中央公論新社 ざんねんないきもの事典　ますます 今泉　忠明/監修 高橋書店

男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田　青子/著 中央公論新社 校長先生、ちょっとこわくてふしぎな話を聞かせて 竹宮　竜/作 扶桑社

エレジーは流れない 三浦　しをん/著 双葉社 ゴリランとわたし フリーダ・ニルソン/作 岩波書店

己丑の大火　（照降町四季　２） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 ぼくのがっこう 鈴木　のりたけ/作・絵 PHP研究所

出世商人　３ 千野　隆司/著 文藝春秋 ふうせんとはりねずみ 新井　洋行/著 佼成出版社

隠れ蓑　（新・秋山久蔵御用控　１０） 藤井　邦夫/著 文藝春秋 すてきなひとりぼっち なかがわ　ちひろ/作 のら書店

日雇い浪人生活録　１１ 上田　秀人/著 角川春樹事務所 迷子の魂 オルガ・トカルチュク/文 岩波書店

目白鮫　（はぐれ又兵衛例繰控　３） 坂岡　真/著 双葉社 二平方メートルの世界で 前田　海音/文 小学館

新・浪人若さま新見左近　７　（宴の代償） 佐々木　裕一/著 双葉社 まいごのたまごにいちゃん あきやま　ただし/作・絵 鈴木出版

すみれ荘ファミリア 凪良　ゆう/著 講談社

鵜頭川村事件 櫛木　理宇/著 文藝春秋

相弟子　（若鷹武芸帖　８） 岡本　さとる/著 光文社 【第６７回青少年読書感想文全国コンクール　課題図書】

ぬれぎぬ　（大江戸けったい長屋　４） 沖田　正午/著 二見書房 今年の課題図書です。能美図書館または江田島図書館にすべて所蔵しています。

しのぶ彼岸花　（上絵師律の似面絵帖　７） 知野　みさき/著 光文社

追討　（介錯人・父子斬日譚　５） 鳥羽　亮/著 祥伝社 あなふさぎのジグモンタ とみなが　まい/作 ひさかたチャイルド

椿平九郎留守居秘録　１　逆転！評定所 早見　俊/著 二見書房 そのときがくるくる すずき　みえ/作 文研出版

椿平九郎留守居秘録　２　成敗！黄金の大黒 早見　俊/著 二見書房 みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ/文 さ・え・ら書房

狼の牙 和久田　正明/著 光文社 どこからきたの？おべんとう 鈴木　まもる/作・絵 金の星社

向島・箱屋の新吉　３ 小杉　健治/著 KADOKAWA わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花/文 福音館書店

雑学 3・4・5歳のこどもの「なんで？」早引き事典Light 主婦の友社/編 主婦の友社 ゆりの木荘の子どもたち 富安　陽子/作 講談社

人生訓 幸せな人生のつくり方　今だからできることを 坂東　眞理子/著 祥伝社 ぼくのあいぼうはカモノハシ 徳間書店

歴史 戦争というもの 半藤　一利/著 PHP研究所 カラスのいいぶん 嶋田　泰子/著 童心社

どうしても頑張れない人たち 宮口　幸治/著 新潮社 エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一/作 ポプラ社

踊る熊たち ヴィトルト・シャブウォフスキ/著 白水社 サンドイッチクラブ 長江　優子/作 岩波書店

経済 SXの時代 坂野　俊哉/著 日経BP おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ/作 フレーベル館

福祉 ぼくと目の見えない内田さんがであったはなし 赤木　かん子/著 埼玉福祉会出版部 オランウータンに会いたい 久世　濃子/著 あかね書房

動物学 したたかでいい加減な生き物たち 池田　清彦/監修・解説 さくら舎 ｗｉｔｈ　ｙｏｕ（ウィズ・ユー） 濱野　京子/作 くもん出版

生理で知っておくべきこと 細川　モモ/著 日経BP アーニャはきっと来る マイケル・モーパーゴ/作 評論社

言語聴覚士になろう！ みやの　ひろ/著 青弓社 牧野富太郎 清水　洋美/文 汐文社

マインドフルネスで「わたし」を大切にできる自分になる荻野　淳也/監修 水を縫う 寺地　はるな/著 集英社

料理 アーモンドだから、おいしい 下園　昌江/著 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン/著 あすなろ書房

畜産業 これからの日本のジビエ 押田　敏雄/編著 緑書房 科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦/著 河出書房新社

中学校

医学

日本能率協会マネジメントセンター

高等学校文化学園文化出版局

社会
小学校
高学年

小説

エッセイ

よみもの

地球環境博士になれるピクチャーブック　１～３

小説
（文庫）

えほん

小学校
低学年

小学校
中学年 ミヒャエル・エングラー/作

５月にあたらしく入った本


