
【おじいちゃんおばあちゃん大好き】

『会いたくて会いたくて』　室井　滋/作　小学館

『ここにいる』　あおき　ひろえ/作　廣済堂あかつき

『おばあちゃんのおうち』　はせがわ　さとみ/さく　学研プラス

『おばあちゃんとことりと』　ベンジー・デイヴィス/作　岩崎書店

『おじいちゃんの手帳』　藤川　幸之助/さく　クリエイツかもがわ

『おもいではきえないよ』　ジョセフ・コエロー/作　文研出版

　　ほか

『いずれの日にか国に帰らん』　山川出版社

『少年時代』　山川出版者

『会えてよかった』　朝日新聞出版

『旅の絵本』シリーズ　福音館書店

　　ほか

【季節の絵本】

・お月さまの絵本

今年の中秋の名月は9月21日です。晴れるかな。

　『お月さんのシャーベット』　ペク・ヒナ/作　ブロンズ新社

　『きょうはそらにまるいつき』　荒井　良二/著　偕成社

　『おつきさまこんばんは』　林　明子/さく　福音館書店

　　　ほか

・秋の絵本

いつの間にか日が短く、秋の虫の声が聞こえていますね。

　『かぜがふくふく』　田島　征三/作　フレーベル館

　『どんぐりころころそのあとは・・・』

　　　　　　志村　まゆみ/作・絵　新日本出版社

　『もりもかくれんぼう』　末吉　暁子/作　偕成社

　　　ほか

～本でめぐる～

江田島しましまスタンプラリー

９月２９日（水）まで

図書館の本を２０冊読んで、記念品をもらおう！

今年の記念品は、オリジナル・ブックカバーです。

雑誌でもスタンプがもらえるよ！

第２０３号 令和３年 ９月１日

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

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/

８月・９月のふれあい広場は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、中止となりました。

参加を希望されていた方々には、大変ご迷惑を

おかけします。

10月のふれあい広場 予告

第1６回 図書館フェスタ

10月３日（日） ９:30～19:00

年に一度の能美図書館のお祭りです！

今年のテーマは「海は生命の宝庫～未来へと

つなぐ」です。海辺の生きものに関する図書展示

や、海に関わる工作などを企画しています。

また、本のリサイクル市やクイズなど、大人も子

どもも楽しめます。ぜひご来館ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に

より、予定を変更することがあります。

児童文学誌『小鳥』（第１７号）に掲載する作品

の応募締め切りがせまっています！

童話や童謡、おきかえ詩、小鳥の表紙絵など、

たくさんの個性豊かな作品をお待ちしています！

９月３０日（木）まで

※当日消印有効

【今月のミニ図書館】

９月１５日（水）

（１日はお休みです。）

カリフォルニアの日差しを浴びて

育った元気な女の子

バレンシア

ちゃんです！

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

ふれあい広場 今月の展示

図書館員のいちおし

今年の敬老の日は９月２０日です。近くにいても、遠くにい

ても、おじいちゃんやおばあちゃんの存在を感じられる本を集

めました。ぜひ読んでみて。

『小鳥』の締め切りせまる！

好評開催中！スタンプラリー

【今月の作家・安野光雅】

1926年、島根県津和野町生まれ。1974年度芸術選奨文

部大臣奨励賞や、最も美しい50冊の本賞（アメリカ）、国際

アンデルセン賞などを受賞。津和野に「安野光雅美術館」、

京丹後市には「森の中の家 安野光雅館」がある。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、図書館を休館する期間があります。期間中は、

すべての図書館行事（ミニ図書館を含む）を中止します。

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力くださいますようお願いいたします。

（感染拡大の状況により、予定を変更する場合があります）

ー休館中の貸出についてー

休館中は、電話やホームページWEB予約による貸出を行います。図書館入口の受付で、利用

者カードをお渡しください。返却は、返却ポストをご利用いただけます。ただし、CD・DVDの返却は、

職員へお声掛けのうえ、直接返却してください。

また、能美市民センター・市民サービスセンター・江田島市民センター・三高会館・沖美市民

センター・本庁市民生活課でも受取が可能です。（ただし、図書・雑誌に限ります）

※ 電話で予約される場合は、回線が込み合いつながりにくい場合があります。

あらかじめ、書名・著者名等をお調べの上、ご予約ください。

大きな山のてっぺんに巨人がひとりぼっちで住んでいました。さびしくなった

巨人は、ふもとの街に住む人を家ごと持ち帰り、やがて山のてっぺんはたくさ

んの人が暮らすようになりました。だけど、巨人はさびしいまま。ある日、巨人

がふもとにおりてみると・・・。

みんなのしあわせを願いたくなる、青い色が美しい絵本です。 担当：関本

『街どろぼう』

ｊｕｎａｉｄａ/著

福音館書店

※８月２７日現在の日程です。

休館日等が変更する場合があります。

ご了承ください。



一般書 オートミールヘルシー＆ダイエットレシピ　 牛尾　理恵/料理 主婦の友社

兇人邸の殺人 今村　昌弘/著 東京創元社 生のまま！野菜＆フルーツ最新冷凍術 島本　美由紀/著 秀和システム

星のように離れて雨のように散った 島本　理生/著 文藝春秋 食堂あさごはんのレシピ 中井　エリカ/著

巨鳥の影 長岡　弘樹/著 徳間書店 ペット 犬と歩けばワンダフル　 北尾　トロ/著 集英社

総理の夫 原田　マハ/著 実業之日本社 スマホ 岡嶋　裕史/監修 NHK出版

白光 朝井　まかて/著 文藝春秋 絵画 自閉症の画家が世界に羽ばたくまで 石村　和徳/著 扶桑社

もういちど　（「しゃばけ」シリーズ　20） 畠中　恵/著 新潮社 コミック ムスコ物語 ヤマザキ　マリ/著 幻冬舎

暮鐘　（東京湾臨海署安積班） 今野　敏/著 角川春樹事務所 植物の漢字語源辞典 加納　喜光/著 東京堂出版

世阿弥最後の花 藤沢　周/著 河出書房新社 動物の漢字語源辞典 加納　喜光/著 東京堂出版

ヘヴィ　ーあるアメリカ人の回想録ー キエセ・レイモン/著 里山社 文学 文豪の死に様 門賀　美央子/著 誠文堂新光社

恐喝　（蘭方医・宇津木新吾　１３） 小杉　健治/著 双葉社 エッセイ 定年後の作法 林　望/著 筑摩書房

大殿の顔　(おれは一万石　１８） 千野　隆司/著 双葉社 手記 夫が倒れた！献身プレイが始まった 野田　敦子/著 主婦の友社

京都寺町三条のホームズ　 17 望月　麻衣/著 双葉社

金の角持つ子どもたち 藤岡　陽子/著 集英社 児童書

勘定侍柳生真剣勝負　4　洞察 上田　秀人/著 小学館 おまつりのおばけずかん 斉藤　洋/作 講談社

南町奉行と大凶寺　（耳袋秘帖） 風野　真知雄/著 文藝春秋 都会（まち）のトム＆ソーヤ　18 未来からの挑戦 はやみね　かおる/著 講談社

侠（おとこ）飯　7　 激ウマ張り込み篇 福澤　徹三/著 文藝春秋 みんなのためいき図鑑 村上　しいこ/作 童心社

残り香　（新・秋山久蔵御用控　11） 藤井　邦夫/著 文藝春秋 ラストで君は「まさか！」と言う　素敵なカン違い PHP研究所/編 PHP研究所

いやし　〈医療〉時代小説傑作選 朝井　まかて/ほか著 PHP研究所 かなしきデブ猫ちゃん 2　マルの秘密の泉 早見　和真/文 愛媛新聞社

ぼんくら陰陽師の鬼嫁　 7 秋田　みやび/著 KADOKAWA 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

豆腐尽くし　（居酒屋お夏 春夏秋冬　3） 岡本　さとる/著 幻冬舎 齋藤　孝/著 岩崎書店

番士　（鬼役伝　1） 坂岡　真/著 光文社 深海のサバイバル ゴムドリco．/文 朝日新聞出版

雛のころ　（小間もの丸藤看板姉妹　4） 宮本　紀子/著 角川春樹事務所 ようかいむらのずんちゃかおんがくかい たかい　よしかず/作・絵 国土社

図書館 文献調査法　 毛利　和弘/著 DBジャパン くろねこのほんやさん シンディ・ウーメ/文・絵 小学館

人生訓 人生に悩む君に贈る1行の問いかけ　 佐々木　常夫/著 日本実業出版社 かんがえよう、コギト アレクシス・ディーコン/文 カクイチ研究所

歴史 知られざる古墳ライフ 譽田　亜紀子/著 誠文堂新光社 しあわせをさがしているきみに エヴァ・イーランド/作 ほるぷ出版

0メートルの旅　 岡田　悠/著 ダイヤモンド社 ふしぎなヒーローやさん みやにし　たつや/作絵 金の星社

80歳、歩いて日本縦断 石川　文洋/著 新日本出版社 いちにちだじゃれ ふくべ　あきひろ/さく PHP研究所

老後の年表　 横手　彰太/著 かんき出版 おじいちゃんのたびじたく ソ　ヨン/文・絵 小峰書店

老人はAI社会をどう生きるか 平松　類/著 祥伝社

福祉 レクリエ　2021-9・10月 世界文化ライフケア AV

物理学 齋藤　勝裕/著 明日香出版社 BTS，THE　BEST　（93分） 　歴代ヒット曲含む全23曲を収録したBTSのベストアルバム

虫のぬけがら図鑑　 安田　守/著 ベレ出版 X（クロス）　（50分） 　「猫」などを含むDISHのアルバム

にっぽんのシギ・チドリ 築山　和好/写真 カンゼン となりのシムラ　１　（129分）

医学 HSPとひきこもり　 高田　明和/著 廣済堂出版 となりのシムラ　２　（134分）

ミニマリストの愛用品 宝島社

井戸　美枝/著 日本実業出版社

優雅なレース編み 日本ヴォーグ社

こころのままに季節を楽しむ紙刺しゅう Piro著 ブティック社

小説

動物学

図解身近にあふれる「相対性理論」が3時間でわかる本　

私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか？

はじめてのスマホ「やりたい！」がすぐできるスマホ用語100

声に出して読みたい小中学生にもわかる日本国憲法

CD

　どこにでもいそうな普通のおじさん”が巻き起こす、笑いとユーモア、ペー
ソスに溢れた上質な大人のコメディ。志村けんがNHKとタッグを組んだ異色
のコント番組。　1は、第1回〜第3回、２は第４回～６回を収録

DVD

実用

料理

言語

エムディエヌコーポレーション

手芸

旅行記

社会

小説
（文庫）

絵本

よみもの

８月にあたらしく入った本 （入荷予定含む）

※ 『となりのシムラ』は、８月のふれあい広場で上映会を予定していたDVDです。

一般貸出用にしますので、ぜひ、ご家庭でお楽しみください。

また、このほかにも、新しい本やDVDなどは入荷しています。

ホームページからも、新着情報をご確認ください。


