
新型コロナウイルスの影響で、今年の夏休みも

旅行などの外出を控える家庭が多いかもしれませ

んね。その代わりに、本の世界に旅をしませんか。

子どものころに読みたかった本、映画やドラマ

で話題の原作、気持ちが癒される美しい美術書や

写真集など、ぜひ夏休みはご家族で図書館へご来

館ください。ホームページもチェックしてね！

【今月のミニ図書館】

８月４日（水）・１８日（水）

海外からの転校生。英語が

ペラペラのおぼっちゃんだよ。

レモンくんです！

よろしくね。

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/
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のうみ図書館

だより

『木を植えた男』

ジャン・ジオノ/原作

フレデリック・バック/絵

寺岡 襄孝/訳

あすなろ書房/出版

誰にも褒められなくても、感謝されなくても、ただ ひたす

ら、他人のために頑張り続けることができる人なんて、そ

ういませんよね。こちらの作品はそんな一人の老人の偉

業を伝える作品です。

読み終えた後は、みんな限りない敬意を抱かれると

思います。毎日、仕事で心をすり減らしている大人に読

んでいただきたい作品です。

（担当：高森）

江田島市 ３図書館(室)共同企画

本でめぐる

「江田島しましまスタンプラリー」

図書館の本を２０冊読んで、記念品をもらおう！

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冊借りてスタンプを

集めた方に、記念品をさしあげます。今年はオリジナル

ブックカバーを先着５００名の方にプレゼント！

スタンプラリーの台紙は、各図書館・

三高交流プラザ図書室に置いてあり

ます。ぜひご参加ください。

なお、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。

９/２９まで

三高会館

１１時～１２時

本庁１階ロビー
１４時～１５時

８月の行事予定

７月のふれあい広場では、ヘンプ糸（麻糸）を

使ってブレスレットを作りました。

カラフルな糸を、“平結び”や“左上ねじり結び”

という方法で結んでいきます。難しそうに見えます

が、コツをつかめば意外と簡単で、お好みの長さ

まで結び、留め具を繋げました。

参加者は、集中して黙々と仕上げ、手首に巻い

て「夏らしくて良い感じ！」とうれしそうでした。

８月のふれあい広場は

追悼上映会『となりのシムラ』です。

志村けんの大人のｺﾒﾃﾞｨをお楽しみください。

８月２８日（土） ①１４時～ ②１５時～

どちらも定員２０名までで、予約が必要です。

７月２５日（土）から、子ども司書養成講座を受

講中の子どもたちが、館内での実地研修に取り

組んでいます。

本の貸出・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

験することで、図書館や読書への理解を深め、ま

わりの友だちにも広めていくという使命感を持って

頑張ってくれています。

カウンターでお待たせすることがあるかもしれま

せんが、温かく見守ってくださいね。

８・９日は、祝日休館です。

■ 夏休みの宿題を手伝ってくれる本
・自由研究、自由工作、貯金箱の作り方

・読書感想文の課題図書と、感想文の書き方

・夏のおすすめ本 など

※ 感想文の課題図書は、予約が集中します。

返却期限を守ってご利用ください。

■ オリンピックにちなんだ本（８/１０まで）

『めぐみ』 栗原恵/著 実業之日本社 ほか

■ 平和を考える本（８/１５まで）
『絵本おこりじぞう』 山口勇子/原作 沼田曜一/語り

四国五郎/絵 金の星社 ほか

■ 今月の作家 「渡辺和子さん」
1927年生まれ。修道者。９歳の時、二・ニ六事件で父・

渡辺錠太郎を目の前で暗殺される。アメリカのボストン・カ

レッジ大学院で博士号を取得。その後、３６歳の若さでノー

トルダム清心女子大学学長に就任し、のちに同学園理事

長、日本カトリック学校連合会理事長となる。２０１６年死

去。

『置かれた場所で咲きなさい』 幻冬舎 ほか

■ 季節の絵本
絵本コーナーには、引き続き「夏の絵本」を展示していま

す。ご家庭で、ぜひお楽しみください。

『ウエズレーの国』 ポール・フライシュマン/作

ケビン・ホークス/絵 千葉茂樹/訳 あすなろ書房

ほか

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

【カンガルーくらぶ】 （おはなし会）

７日（土） 午前１０時３０分～

※子ども司書研修中の子たちも読んでくれるよ。

【NLS】（のうみライブラリーシンフォニー）

21日（土） 午後２時～４時

【ふれあい広場】

２８日（土） ①１４時～ ②１５時～

追悼上映会「となりのシムラ」

どなたでも 各回２０名まで（要予約）

【アート】【絵本の会】

お休みです。

※ 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。
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ふれあい広場 今月の展示 （一部）

図書館員のいちおし

↑８月の展示の様子

子ども司書養成講座実施中



一般書 文学 佐藤愛子の世界　 文藝春秋

まりも日記 真梨　幸子/著 講談社 人生「散りぎわ」がおもしろい 下重　暁子/著 毎日新聞出版

鬼人幻燈抄 7 中西　モトオ/著 双葉社 美女の魔界退治 林　真理子/著 マガジンハウス

宗棍 今野　敏/著 集英社 手記 ドタバタかいご備忘録 馬場　のぶえ/著

大連合　SEINAN＆TOYANO 堂場　瞬一/著 実業之日本社 児童書
ブレイクニュース 薬丸　岳/著 集英社 加藤先生のいきものふしぎ発見 加藤　英明/著 新星出版社

仮面 伊岡　瞬/著 KADOKAWA トミカのひみつ100 ポプラ社

われらが痛みの鏡　上・下 早川書房 山火事のサバイバル　１ ポドアルチング/文 朝日新聞出版

暴れ公卿　（公家武者信平ことはじめ　４） 佐々木　裕一/著 講談社 見つけよう！探検ブック 露木　和男/監修 えほんの杜

新・入り婿侍商い帖　１ 千野　隆司/著 KADOKAWA 目撃！？未確認生物UMAめいろブック WILLこども知育研究所/編 金の星社

小説孤狼の血LEVEL2 柚月　裕子原作 KADOKAWA 10分スイーツ＆100円ラッピング　春・夏 まちやま　ちほ/著 理論社

ご隠居は福の神　６　　砂上の将軍 井川　香四郎/著 二見書房 三国志　（10歳までに読みたい世界名作　30）羅　貫中/作 学研プラス

親子の絆は永遠に　（親子十手捕物帳　７） 小杉　健治/著 角川春樹事務所 モノのなまえ事典 杉村　喜光/文 ポプラ社

いのちの停車場 南　杏子/著 幻冬舎 決定版100円グッズで作ろう！遊ぼう！ 工作・実験工房/著 理論社

一夜の夢　（照降町四季　４） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 友だちは図書館のゆうれい 草野　あきこ/文 金の星社

突きの鬼一　７　　饗宴 鈴木　英治/著 小学館 自分のミライの見つけ方 児美川　孝一郎/著 旬報社

わらべうた　 宮部　みゆき/著 PHP研究所 野中　柊/作 理論社

寒月に立つ　（風の市兵衛　２－２９） 辻堂　魁/著 祥伝社 都会（まち）のトム＆ソーヤ最強ガイド はやみね　かおる/原作 講談社

携帯電話 いまこそスマホ 岡嶋　裕史/講師 NHK出版 竜とそばかすの姫 細田　守/作 KADOKAWA

武士論　 五味　文彦/著 講談社 はげたかのオーランドー トミー・ウンゲラー/さく 好学社

歴飯ヒストリア 加来　耕三/監修 つちや書店 いたいときのおまじない 角野　栄子/作 小学館

伝記 名画で読み解くプロイセン王家12の物語 中野　京子/著 光文社 あかいさんりんしゃ 犬飼　由美恵/文 成美堂出版

地理 桃太郎電鉄でわかる都道府県大図鑑 村瀬　哲史/監修 宝島社 ジェシカといっしょ ケビン・ヘンクス/作・絵 徳間書店

大崎事件と私 鴨志田　祐美/著 LABO もしものくに 馬場　のぼる/作 こぐま社

人新世の「資本論」 斎藤　幸平/著 集英社 ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック 工藤　ノリコ/原作 白泉社

あんなにあんなに ヨシタケ　シンスケ/著 ポプラ社

広島発「技能実習生事件簿」 岩下　康子/著 文芸社 ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた　かずひこ/著 アリス館

ひとりで老いるということ 松原　惇子/著 スイカワンときもだめし 澤野　秋文/作

介護 イノウ編/著 ソシム としょかんのきょうりゅう 鈴木　まもる/作・絵 徳間書店

鹿田　昌美/著 飛鳥新社 街どろぼう junaida/著 福音館書店

岩田　拓真/著 主婦と生活社

アトピー性皮膚炎をしっかり治す本 大矢　幸弘/著 法研

立花　良之/著 医歯薬出版

実用 重曹＆お酢 岩尾　明子/監修 日東書院本社

きせつを楽しむ子ども服 中山　ゆい/著 日本ヴォーグ社

感じのいい、大人服 美濃羽　まゆみ/著 日本ヴォーグ社

手ぬぐいで作る毎日使える手ぬいの布こもの 高橋　恵美子/著 日東書院本社

リュック作り教室 水野　佳子/著 主婦と生活社

透明和菓子ごよみ 鳥居　満智栄/著 淡交社

志麻さんの魔法のソースレシピ 志麻/著 マガジンハウス

15分でできるゆる定食レシピ KADOKAWA

まんが ぼくのお父さん 矢部　太郎/著 新潮社

山口　京子/著 アップルミンツ

キャンプでしたい100のこと フィグインク/編 西東社

海釣り完全読本　令和最新版 TSURINEWS編/著 週刊つりニュース

死者の書 白川　静/著 平凡社

木戸　雅子/著 白水社

くもん出版

小説

廣済堂あかつき

せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー/作 光村教育図書

クレムとカニさん　 フィオナ・ランバーズ/作 文化学園文化出版局

いえのなかといえのそとで レウィン・ファム/さく

ＢＬ出版

小説
(文庫)

チャーリー、こっちだよ キャレン・レヴィス/さく

へのへのもへじのおともだち

小学館

国土社

カミツキガメはわるいやつ？ 松沢　陽士/写真・文 フレーベル館

二平方メートルの世界で 前田　海音/文 小学館

あすなろ書房

福音館書店

自由帳みせて！ すずき　こうせい/文・イラスト 福音館書店

あるヘラジカの物語 星野　道夫/原案

聞かせて、おじいちゃん

誠文堂新光社

おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク/作 徳間書店

名探偵カッレシリーズ アストリッド・リンドグレーン/作 岩波書店

惑星ＭＡＰＳ　太陽系図絵 宇宙兄さんズ/文

横田　明子/著

ブラックホールの飼い方 ミシェル・クエヴァス/作

富士山のまりも 亀田　良成/文

宮下　すずか/作

ピエール・ルメートル/著

図解でわかるDXデジタルトランスフォーメーションいちばん最初に読む本　神谷　俊彦/編著　アニモ出版

世界一わかりやすい介護保険のきほんとしくみ　2021-2024

「自宅だけ」でここまでできる！子ども英語超自習法

「勉強しなさい」より「一緒にゲームしない？」　

SBクリエイティブ

エッセイ

ザメディアジョン

ルビと子ねこのワルツ（本屋さんのルビねこ　4）

世界文化ワンダークリエイト

よみもの

絵本

歴史

社会

教育

医学

手芸

料理

趣味

言語

低学年

中学年

高学年

ニューエクスプレスプラス　現代ギリシア語

ずぼらめしじぇーぴー/著

クラフトバンドで作るかごとバッグお花畑こもの

産婦自殺・母子心中をなくすための対応ガイド

７月に新しく入った本

★ 小学生に、夏に読んでほしいおすすめ本 （一部抜粋）


