
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

そのときがくるくる すず きみえ/作 文研出版

みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ/文 さ・え・ら書房

どこからきたの？おべんとう 鈴木　まもる/作・絵 金の星社

わたしたちのカメムシずかん 鈴木　海花/文 福音館書店

ゆりの木荘の子どもたち 富安　陽子/作 講談社

ぼくのあいぼうはカモノハシ 徳間書店

カラスのいいぶん 嶋田　泰子/著 童心社

エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一/作 ポプラ社

サンドイッチクラブ 長江　優子/作 岩波書店

おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ/作 フレーベル館

オランウータンに会いたい 久世　濃子/著 あかね書房

ｗｉｔｈ　ｙｏｕ（ウィズ・ユー） 濱野　京子/作 くもん出版

アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ/作 評論社

牧野富太郎 清水　洋美/文 汐文社

水を縫う 寺地　はるな/著 集英社

兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン/著 あすなろ書房

科学者になりたい君へ 佐藤　勝彦/著 河出書房新社

ミヒャエル・エングラー/作

小学校
１・２年

小学校
３・４年

小学校
５・６年

中学校

高等学校

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２０１号 令和３年７月１日

のうみ図書館

だより
期間中、江田島図書館、能美図書館、三高交流

プラザ図書室の本、雑誌（マンガ・延長は除く）

を２０冊読んでスタンプを集めた方に、記念品と

してオリジナルブックカバーを差し上げます。

（先着５００名）ぜひご参加ください。

なお、何度でもチャレンジできますが、記念品

の受け取りは一人１回のみとさせていただきます。

『ノースウッズ

ー生命を与える大地ー』

大竹英洋/著

クレヴィス/出版

大竹英洋が20 年に渡り取材するノース

ウッズは、太古から人と自然の物語が紡

がれてきた世界最大級の原生林。ムース

やオオカミ、ホッキョクグマなどの動物

の息づかいまで感じられるような写真集

です。第40回土門拳賞を受賞。

（担当：脇田）

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

今年も始まります！

「江田島しましまスタンプラリー」
開催期間

令和３年７月２日（金）

～９月２９日（水）

第6７回 青少年読書感想文コンクール課題図書

【夏休みの宿題を手伝ってくれる本】

自由研究、工作、貯金箱、読書感想文の課題図書や書き方の本

など、図書館の本が、夏休みの宿題を手伝います！

【オリンピックにちなんだ本】

東京オリンピック・パラリンピックにちなんで、公式種目やこ

れまでの歴代選手たちの軌跡を集めました。この機会にぜひ読

んでみて！

【平和について考える本】 （７/２０～）

広島は、世界で初めて原子爆弾が投下された場所です。子ども

だけでなく、大人もぜひご家庭で読んでみて下さい。

図書館員のいちおし

【今月の作家】

Ｊ.Ｋ.ローリング

１９６５年生まれ。離婚の後、

シングルマザーで幼い子どもを

抱え、生活保護を受けながら、

コーヒー店の片隅で子どもが寝

ている間に書いた処女作が『ハ

リー・ポッターと賢者の石』。

世界中で読まれ、人々を熱狂

させたハリー・ポッターの世界

を、改めて読んでみませんか？

ハリー・ポッターシリーズ以

外にも著書がありますよ。

【カンガルーくらぶ】 （おはなし会）

３日（土） 午前１０時３０分～

【絵本の会】

① 6日（火） １０時～１２時 「夏のおすすめ」

②２０日（火） １０時～１２時 「語りを学ぶ」

【ふれあい広場】

１０日（土） １４時～

「自然にやさしいヘンプ糸でブレスレットを作ろう！」

中学生以上６名（要予約）

【アート】

１２日（月） １０時～１２時

【ＮＬＳ】（のうみライブラリーシンフォニー）

１７日（土） 午後２時～４時

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、

予定が変更する場合があります。

【今月のミニ図書館】

７月７日（水）・２１日（水）

だれにでもやさしい、もの知り

で虫博士のかぼすくん。

お待たせ

しました！

■三高会館

１１時～１２時

■本庁１階ロビー

１４時～１５時

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

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

今月の展示 （一部）

子ども司書養成講座 実施中

能美図書館では、７月３日（土）から、子ども司

書養成講座を受講中の子どもたちの実地研修がはじ

まります。

子どもたちは、本の貸出や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

の仕事を体験します。そして、図書館や読書への理

解を深め、それをまわりの友だちにも積極的に伝え

ていくという目標をもってがんばっています。

窓口でお待たせする場面があるかもしれませんが、

あたたかく見守ってくださいね。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休館、サービ

ス制限にご協力いただきありがとうございました。

引き続き、入館の際には、マスクの着用や手指の消毒など、

感染症拡大予防対策へのご協力をお願いします。



【一般書】 科学 科学で大切なことは本と映画で学んだ 渡辺　政隆/著 みすず書房

薔薇のなかの蛇 恩田　陸/著 講談社 心臓弁膜症 加瀬川　均/監修 講談社

リボルバー 原田　マハ/著 幻冬舎 栗原　毅/監修 主婦の友社

叶うならば殺してほしい 古野　まほろ/著 講談社 鎌田式健康手抜きごはん 鎌田　實/著 集英社

日蓮 佐藤　賢一/著 新潮社 「めんどう」を楽しむ衣食住のレシピノート 美濃羽　まゆみ/著 主婦と生活社

雨夜の星たち 寺地　はるな/著 徳間書店 60歳からのお楽しみ生活 中山　庸子/著 海竜社

声の在りか 寺地　はるな/著 KADOKAWA なんでも自分で修理する本　 片桐　雅量/著 宝島社

片見里荒川コネクション 小野寺　史宜/著 幻冬舎 おうち時間を楽しく気ままな手しごと ブティック社

スカイツリーの花嫁花婿 青柳　碧人/著 光文社 手芸 ゆったりステキな、シニアのワンピース ブティック社

うらんぼんの夜 川瀬　七緒著 朝日新聞出版 ぶたやまかあさんのやり過ごしごはん やまもと　しま/著 講談社

瀧森　古都/著 キャンプめし愛好会/編 主婦の友社

神さまのいうとおり 谷　瑞恵/著 幻冬舎 ペット 専門店が教えるグッピーの飼い方 BLUE PLANET/監修

つまらない住宅地のすべての家 津村　記久子/著 双葉社 大人絵本 みにくいマルコ にしの　あきひろ/著 幻冬舎

琥珀の夏 辻村　深月/著 文藝春秋 手記 みんな水の中　（シリーズケアをひらく） 横道　誠/著 医学書院

野球が好きすぎて 東川　篤哉/著 実業之日本社

そのひと皿にめぐりあうとき 福澤　徹三/著 光文社 【児童書】
依存 文縞　絵斗/著 講談社 帰れ野生のロボット

キャクストン私設図書館 ジョン・コナリー/著 東京創元社 31センチの約束 嘉悦　洋/文 西日本新聞社

僕が死んだあの森 ピエール・ルメートル/著 文藝春秋 トムと3時の小人 たかどの　ほうこ/作 ポプラ社

大河の剣　3 稲葉　稔/著 KADOKAWA おねえちゃんって、ちょっぴりせのび！ いとう　みく/作 岩崎書店

熱血一刀流　４　決戦 岡本　さとる/著 角川春樹事務所 秋木　真/作 KADOKAWA

泥濘　（シリーズ疫病神） 黒川　博行/著 文藝春秋 聞かせて、おじいちゃん 横田　明子/著 国土社

梅花下駄　（照降町四季　３） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 カレンダー吸血鬼は知っている 藤本　ひとみ/原作 講談社

出絞と花かんざし　 佐伯　泰英/著 光文社 初恋は知っている　砂原編 藤本　ひとみ/原作 講談社

なみだ　（時代小説アンソロジー） 細谷　正充/編 朝日新聞出版 清水　茜原/作 講談社

お勝手のあん　４　あんのまごころ 柴田　よしき/著 角川春樹事務所 清水　茜原/作 講談社

名もなき剣　（義賊・神田小僧　4） 小杉　健治/著 幻冬舎 ぼくといっしょに ブロンズ新社

義賊・神田小僧シリーズ　１～３ 小杉　健治/著 幻冬舎 なんだかたのしそう 古内　ヨシ/作 絵本館

御用船捕物帖　１～４ 小杉　健治/著 朝日新聞出版 わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきの　ゆみこ/作

天文方・伊能忠敬　１，２ 小杉　健治/著 朝日新聞出版 はやおきおばけ　 くろだ　かおる/作 フレーベル館

質屋藤十郎隠御用　１～７ 小杉　健治/著 集英社 おまつりおばけ　 くろだ　かおる/作 フレーベル館

彼女が花に還るまで 石野　晶/著 双葉社 アンチレイシスト・ベビー イブラム・X．ケンディ/作 合同出版

お蔭騒動　（闇御庭番　8）　 早見　俊/著 光文社 もりの100かいだてのいえ いわい　としお/作 東京：偕成社

拙者、妹がおりまして　 馳月　基矢/著 双葉社 かんじるえ 大谷　陽一郎/さく 東京：福音館書店

偽坊主　（新・知らぬが半兵衛手控帖　13） 藤井　邦夫/著 双葉社 アインシュタイン トーベン・クールマン/作

無垢の傷痕　本所署〈白と黒〉の事件簿 麻見　和史/著 双葉社 そらまめくんのまいにちはたからもの なかや　みわ/さく 東京：小学館

図書館 児童サービス論　新訂版 堀川　照代編著 日本図書館協会 すいかのたね グレッグ・ピゾーリ/作 こぐま社

読書 この本読んで！　２０２１年夏号 お月さんのシャーベット ペク　ヒナ/作 ブロンズ新社

宗教 宗教と日本人　 岡本　亮輔/著 中央公論新社 くっくのおてつだい 中島　和子/原作 ひかりのくに

旅行 ご当地絶景中国四国　 昭文社 たなばたのおねがい がじゅまる　はな/文 文芸社

斎藤　道雄/著 黎明書房

レクリエ　2021-7.8月

小説

小説
（文庫）

悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと SBクリエイティブ

福祉
世界文化ライフケア

教育
自閉スペクトラム症のある子の「できる」をかなえる！
　　　構造化のための支援ツール　個別編、集団編

佐々木　敏幸/著 明治図書出版

ピーター・ブラウン/作・絵 東京：福音館書店

シャルロット・デマトーン/作

しゃべらなくても楽しい!シニアの座ってできる健康体操50

よみもの

出版文化産業振興財団

絵本はたらく細胞　１　ばいきんvs．白血球たちの大血戦！

絵本はたらく細胞　２　超強敵！インフルエンザと食中毒

ひさかたチャイルド

東京：ブロンズ新社

メイツユニバーサルコンテンツ

怪盗レッド１９　夏の旅行はキケンの香り☆の巻

絵本

医学

生活

料理

結石・胆石「体の石」を自分で防ぐ、治す最善の知恵とコツ

ホットサンドメーカーで作るこれって絶対ウマいやつ！

実用

６月にあたらしく入った本

お知らせ
高齢者介護をサポートするレクリエーション情報誌『レクリエ』は、2020年3・4月号～一般図書

の扱いとなりました。雑誌ではないので、最新号も貸出でき、最大６冊まで借りることができます。

（2020年1・2月号までは雑誌のため、2冊しか借りることはできません）

介護コーナーのとなり（新刊コーナー左）に移動しています。ぜひご利用ください。


