
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２０４号 令和３年１０月1日

『小鳥』（第１７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、『小鳥』

第１７号を発行する予定です。 お楽しみに！

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

2021年 読書週間

10/27（水）～11/9（火）

「最後の頁を閉じた

違う私がいた」

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。

【今月のミニ図書館】

１０月６日（水）

２０日（水）

おっとりした性格で

お昼寝が好き♡

シーくんです！

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

８月２５日から９月３０日までの長い期間を休館させていただき、利用者の皆様にはたいへんご不便をおかけしま

した。なお、ご来館の際には、引き続きマスクの着用、手指の消毒等にご協力をお願いします。

■「図書館フェスタ」の延期 ■

毎年１０月に行っていた「図書館フェスタ」は、緊急事態宣言の延長と、新型コロナウイルス

感染症の拡大を防止するため、１１月７日（日）に延期させていただきます。

市民のみなさまには、ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

■「江田島しましまスタンプラリー」の期間延長 ■

7月2日（金）から開催中の，江田島しましまスタンプラリーの期間を10月31日（日）まで延

長しますスタンプラリーの台紙は，９月29日（水）までになっていますが，そのままお使いいた

だけます。期間中に能美図書館・江田島図書館・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，先着500名の方に，記念品のオリジナルブックカ

バーを差し上げていますので，引き続きご参加ください。

26日（火）は、月末整理日で休館します。

今月の展示ふれあい広場

１０月のふれあい広場では、折り紙を使っ

て、ランチを作ります。

おりょうり教室へ

ようこそ！（ランチ編）

１０月９日（土） 午後２時～

定員：小学生以下 ６名 （要予約）

※小さいお子さんは保護者同伴

図書館員のいちおし

図書館フェスタ予告

読書週間

ハロウィンどくしょビンゴ
【今月の作家・岩瀬成子（いわせじょうこ）】

1950年、山口県生まれ。児童文学作家。

『朝はだんだん見えてくる』（理論社）で日本児童文学者協

会新人賞、『ステゴザウルス』（マガジンハウス）と『迷い鳥と

ぶ』（理論社）の２作で路傍の石文学賞を受賞。

『なみだひっこんでろ』 （岩崎書店）

『マルの背中』 （講談社）

『もうひとつの曲がり角』 （講談社）

『わたしのあのこあのこのわたし』 （ＰＨＰ研究所）

ほか

【海辺の生きもの】

海に囲まれた江田島市では、様々な海辺の生きものを見

ることが出来ます。穏やかな瀬戸内海には、豊かで魅力的

な生きものがたくさんいますが、知っているようで知らないことも

あるかも・・・。この機会に、ぜひ読んでみて。

『どうしてそうなった？海の生き物 １・２』 吉野雄輔/著

『うちにカブトガニがやってきた！？』石井里津子/文

『きずな図鑑』 中村庸夫/著

『わたしたち、海でヘンタイするんです。』 鈴木香里武/著

『海でギリギリ生き残ったらこうなりました。』 鈴木香里武/著

ほか

１０月３１日（日）は、ハロウィンです♪本を借りて、

ビンゴに挑戦しよう！

１０月３１日（日） 9:30～19:00

この日に本を３冊以上借りた方は、借りた本の冊

数だけ番号くじを引くことができます。引いた番号で

ビンゴが出来たら、ささやかなプレゼントがあります。

ぜひチャレンジしてくださいね。

第１６回図書館フェスタは、11月に変更します。

１１月７日（日） 9:30～19:00

年に一度の能美図書館のお祭りです。保存期

限の切れた雑誌や、寄贈されても登録できなかっ

た本などの無料提供をはじめ、工作教室やクイズ

など、大人も子どもも一日を通して楽しめます。ぜ

ひ、ご家族でご来館ください。

『ねこはるすばん』

町田 尚子/作

ほるぷ出版

人間が出かけていって、ねこはるすばん。と思い

きや、ねこはタンスの奥から、こっそりねこの街にくり

だした! カフェに行ったり、ヘアーサロンに行ったり、

映画を観たりと、ねこの街を満喫して…。 猫好き

はもちろん、大人も子どもも楽しめる猫絵本です。

担当：木原



一般書 サウナのトリセツ 小林　弘幸/著 学研プラス

コロナ狂騒録 海堂　尊/著 宝島社 知識ゼロでも楽しく読める！たんぱく質のしくみ 佐々木　一/監修 西東社

死刑囚メグミ 石井　光太/著 光文社 環境 脱炭素革命への挑戦　 堅達　京子/著 山と溪谷社

暮鐘 今野　敏/著 角川春樹事務所 料理 新久千映のお酒バンザイ! 新久　千映/著 KADOKAWA

聖刻 堂場　瞬一/著 講談社 コミック はたらく細胞　01～06 清水　茜/著 講談社

転がる検事に苔むさず 直島　翔/著 小学館 趣味 ディズニー紙バンドで作るかごバッグとチャーム 丹野　安祐子共/著 ブティック社

やさしい猫 中島　京子/著 中央公論新社 スポーツ 東京オリンピック2020 共同通信社

世阿弥最後の花 藤沢　周/著 河出書房新社 朱泥抄 篠田　桃紅/著 PHP研究所

ヴァイタル・サイン 南　杏子/著 小学館 定年後の作法 林　望/著 筑摩書房

オーラの発表会 綿矢　りさ/著 集英社 手記 僕が夫に出会うまで　【文庫】 七崎　良輔/著 文藝春秋

幸いなるハリー イーディス・パールマン/著 亜紀書房

木曜殺人クラブ リチャード・オスマン/著 早川書房 児童書

いやし　（〈医療〉時代小説傑作選） 朝井　まかて/著 PHP研究所 齋藤　孝/著 岩崎書店

剣客船頭　19・20 稲葉　稔/著 光文社 しらべるちがいのずかん おかべ　たかし/文 東京書籍

勘定侍柳生真剣勝負　4　洞察 上田　秀人/著 小学館 深海のサバイバル ゴムドリco./文 朝日新聞出版

オーダーは探偵に　[13] 近江　泉美/著 KADOKAWA 10歳からの伝える力 齋藤　孝/著 フォレスト出版

計略の猫　（新・大江戸定年組） 風野　真知雄/著 KADOKAWA どうしてそうなった!?海の生き物　１・2 吉野　雄輔/著 文一総合出版

向島・箱屋の新吉　新章1 小杉　健治/著 KADOKAWA 中野信子のこども脳科学 中野　信子/著 フレーベル館

宮中の誘い　（公家武者信平　10） 佐々木　裕一/著 講談社 ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部/編 岩波書店

番士　（鬼役伝　1） 坂岡　真/著 光文社 6さいからつかえるパソコン たにぐち　まこと/著 技術評論社

菖蒲の若侍　（湯屋のお助け人　1） 千野　隆司/著 双葉社 ピラミッドのサバイバル　1～4 洪　在徹/文 朝日新聞出版

剣鬼たち燃える　（八丁堀「鬼彦組」激闘篇　10） 鳥羽　亮/著 文藝春秋 ねこと王さま　２　しごとをさがす ニック・シャラット/作・絵 徳間書店

旅屋おかえり 原田　マハ/著 集英社 しゅくだいがっしょう 福田　岩緒/作・絵 PHP研究所

椿平九郎留守居秘録　3　陰謀！無礼討ち 早見　俊/著 二見書房 かえってきたネッシーのおむこさん　 角野　栄子/作 金の星社

金の角持つ子どもたち 藤岡　陽子/著 集英社 あたまにかきのき いもと　ようこ/文・絵 金の星社

怪盗黒猫　3　女郎蜘蛛 和久田　正明/著 二見書房 いちにちだじゃれ ふくべ　あきひろ/さく PHP研究所

あるじは信長　上・下　（大活字本） 岩井　三四二/著 埼玉福祉会 おつきみセブン もとした　いづみ/作 世界文化社

悪党の裔　上・中・下　（大活字本） 北方　謙三/著 埼玉福祉会 どうぶつたちのあきのおたのしみって? 岩崎書店

常在戦場　上・下　（大活字本） 火坂　雅志/著 埼玉福祉会 ふしぎな月 富安　陽子/文 理論社

隅っこの四季　（大活字本） 出久根　達郎/著 埼玉福祉会 ふしぎなヒーローやさん みやにし　たつや/作絵 金の星社

読書 この本読んで！　２０２１年秋号 みつ timatima/さく・え 金の星社

百科事典地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと 晶文社 みんなおやすみ かきもと　こうぞう/絵 学研プラス

人生訓 　ともえ/作・絵 学研プラス キツネくんとツルくん 木坂　涼/作 PHP研究所

宗教 最強の神様100 八木　龍平/著 ダイヤモンド社 おじいちゃんとエンドウ もりうち　なおみ/文 文芸社

歴史 AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 庭田　杏珠/編著 光文社 おおきくなーれ！ひよこちゃん ようふ　ゆか/作　絵 教育画劇

みんなの金融 駒村　康平/編著 新泉社 ぼくのママどこ？ 鈴木　真実/作　絵 教育画劇

ウォール街のランダム・ウォーカー バートン・マルキール/著

親の介護は知らなきゃバカ見ることだらけ 鳥居　りんこ/著 双葉社 ＤＶＤ

しんどい時の自分の守り方 増田　史/著 ナツメ社 ・新解釈三國志　（福田雄一/脚本・監督） ・プロフェッショナル（１２８）　仕事の流儀

こども六法の使い方 山崎　聡一郎/著 弘文堂 ・天気の子　（新海誠/原作・脚本・監督） 　（伝説の家政婦　再び　タサン志麻の新たな挑戦）

小説

小説
（文庫）

大活字本

経済

医学

社会

アン・ウィットフォード・ポール/ぶん　

出版文化産業振興財団

日本経済新聞出版社

紙芝居

えほん

エッセイ

よみもの

疲れたら休めばいい、ということが何故こんなにもヘタクソなのだろう。

ラース・ヘンリク・オーゴード/著　

声に出して読みたい小中学生にもわかる日本国憲法　

９月にあたらしく入った本


