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６月の行事予定

Information

おはなしタウン

読み聞かせ

10：30～

江田島図書館
江田島市江田島町鷲部２-13-１

tel  0823-42-1417 fax  0823-42-5056

ｈｐ http://www.library.etajima.hiroshima.jp/

開館時間 9：30～19：00

令和4年6月1日発行

『 よしよしよしおさん 』

よしよし してもらうとうれ

しくなるね。よしおさんのよ

しよしは とくべつなよしよ

しなんですよ。

休館日

休館日

ポプラ社/刊

ミニ図書館パステルを

愉しもう
10：00～

一般講座

読み聞かせ

おはなし会

10：30～

けんかしている子も,迷子も,泣いている赤ちゃ

んも,困っているおじさんも,みんな よしおさんに

おまかせ！ よしおさんによしよしされると・・・。

ヘンテコでおとぼけだけど,なんだかにくめない

よしおさんなのです。

みんながハッピーになれる絵本。

休館日

休館日
（月末整理日）

読み聞かせ

おはなし会

10：30～

対 象：どなたでも
※ 小さいお子さんは,保護者同伴で

ご参加ください。

休館日

ミニ図書館

みんなの広場

10：30～

❏ 特別展示 『 おとうさんいつもありがとう 』
ー いつまでも元気でカッコいいお父さんでいてね！ー

絵本『おとうさんのこわいはなし 』

『おとうさんはぜったいにしなない』 ほか

『男の服選びがわかる本』 『おやじのせなか』

『ぼくのお父さん』『最高の日本酒』『お弁父』

6月の みんなの広場

タツノオトシゴのストリングアート

令和4年6月18日 （土）10：30～

参加費：500円（当日徴収）

お釣りのいらないように,ご準備ください。

定 員：6人程度（事前の申し込みが必要です。）

月末整理日・特別整理期間

年末年始

休館日 毎週木曜日・祝日

小学校低学年

内容紹介

場 所：江田島図書館２F会議室

『つくしちゃんとおねえちゃん』 いとう みく/作

小学校中学年

『みんなのためいき図鑑』 村上 しいこ/作

『チョコレートタッチ』 ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ｽｷｰﾝ･ｷｬﾄﾘﾝｸﾞ/作

『111本の木』 ﾘﾅ･ｼﾝ/文

小学校高学年 ※夏休み中は貸出・予約が集中しますので、

早めに読んでおくことをお勧めします。

『ばあばにえがおをとどけてあげる』 ｺｰﾘﾝ･ｱｰｳﾞｪﾘｽ/ぶん

2022年青少年読書感想文全国コンクールの課題図書決定！
休館日

6月の 読み聞かせ おはなしタウン①

令和4年6月3日 （金）10：30～

おはなしタウン②（第4火曜日）は

しばらくお休みします。

『すうがくでせかいをみるの』 ﾐｹﾞﾙ･ﾀﾝｺ/作

『ぼくの弱虫をなおすには』 K・L・ｺﾞｰｲﾝｸﾞ /作

「子ども司書」養成講座が始まります！

6月25日の全体研修①を皮切りに,江田島市内の小学5年6年生の希望者を対象にした「子ども司

書」養成講座が始まります。12月までの研修期間となります。図書館利用者の皆様には,本の貸

出・返却時やおはなし会など,研修へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

『おすしやさんにいらっしゃい！』 おかだ だいすけ/文

『 この世界からサイがいなくなってしまう 』 味田村太郎/文

『りんごの木を植えて』 大谷 美和子/作

『風の神送れよ』 熊谷 千世子/作

『捨てないパン屋の挑戦』 井出 留美/著

（館内の検索機OPACで）

・利用照会

↓

利用者番号とパスワード入力

EMAIL変更 でアドレスを登録

（ホームページで）

・利用照会

↓

利用者番号とパスワード入力

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 でアドレスを登録

おおの たろう/作

❏ 児童展示 『 雨のち晴れ 』
ー この季節にピッタリの本を集めました ー

『カエルと王かん』 『おたまじゃくしの101ちゃん』

『てがみをください』 『バムとケロのにちようび』

『おじさんのかさ』 『カタツムリ（科学のアルバム）』

『蛙のゴム靴』 『かえるとカレーライス』 ほか

予約した資料の連絡方法を,メール連

絡にすることができます。

＊津久茂出張所 １０：００～１１：００

＊切串公民館 １１:１５～１２：００

6月の ミニ図書館は

※６月15日の津久茂出張所はお休みします。

1日・15日です。

パスワードの初期設定は生年月日８ケタです。

(例)平成29年4月1日生まれの方 → 20170401

ただし,利用者登録が2016年度以前の方は

生年月日 下4桁の 0401 です。

※ 詳しくは窓口でお尋ねください。

（津久茂・切串）

（切串のみ）

予約時,連絡方法

E-Mailを選択！

中学生

『セカイを科学せよ！』 安田 夏菜/著

『海を見た日』 M・G・ﾍﾈｼｰ/作

『江戸のジャーナリスト葛飾北斎』
千野 境子/著

高校生

『その扉をたたく音』 瀬尾 まいこ/著

『建築家になりたい君へ』 隈 研吾/著

『クジラの骨と僕らの未来』 中村 玄/著



147 鉄道にまつわる怪異譚 寺井　広樹/著

159 お金の本　死ぬまでお金にこまらない！ ひろゆき/著

290 二輪一会　二度と出会えない人 友竹　亮介/著

291 絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯　 渡辺　裕美/文・写真

319 ウクライナ侵略戦争　世界秩序の危機 『世界』編集部/編

366 仕事に行ってきます　アパレルの仕事（LLブック） 埼玉福祉会出版部/刊

367 老～い、どん！2 樋口　恵子/著

369 マイホーム山谷 末並　俊司/著 よみもの マンガでわかる！小学生のためのスマホ・SNS防犯ガイド 佐々木　成三/監修

388 桃太郎は嫁探しに行ったのか？ 倉持　よつば/著 ヤングケアラーってなんだろう 澁谷　智子/著

481 ウソをつく生きものたち 森　由民/著 十年屋　6 廣嶋　玲子/作

498 なにをどれだけ食べたらいいの？　バランスのよい食事ガイド 香川　明夫/監修 お金のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ181） RICCA/まんが

593 その着物、どうする？　 星　わにこ/著 えほん おとうとがおおきくなったら ソフィー・ラグーナ/文

596 47都道府県日本全国地元食図鑑 菅原　佳己/著 へんしん　すがたをかえるイモムシ 桃山　鈴子/作

596 東京おやつ図鑑　和菓子編 信藤　舞子/文 あるあさ、ぼくは… マリー・ホール・エッツ/さく

648 ヨーグルトの本 向井　智香/著 ゆらしてごらんひつじさん ニコ・シュテルンバウム/さく

723 Jimmy　Onishi　ART　WORKS　1993-2022　 ジミー大西/著 らんらんランドセル モリナガ　ヨウ/著

726 カーサの猫村さん　6 ほし　よりこ/著 こちらムシムシ新聞社　ギタイは天敵がつくる？ 三輪　一雄/作・絵

757 おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる　 新山　直広/編著 た 田島　征三/作

778 お楽しみはこれからだ　PART4 和田　誠/著 ブックウィング　山中伸弥とiPS細胞 ふじもと　みさと/文

779 あわてず、あせらず、あきらめず　宮川花子闘病記 宮川　大助/著 よしよしよしおさん おおの　たろう/作

911 シルバー川柳　丘を越えて編 みやぎシルバーネット/編 いっしょにいこう ルース・リップハーゲン/作

小説 マスカレード・ゲーム 東野　圭吾/著 みんなちがうから、すばらしい アグネス・チャン/さく・え

百年厨房 村崎　なぎこ/著 せんそうがやってきた日 ニコラ・デイビス/作

ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子/著 ありがとうなかよし しもかわら　ゆみ/作

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎/著 ゆかしたのワニ ねじめ　正一/文

競争の番人 新川　帆立/著

くるまの娘 宇佐見　りん/著

文庫 やめるな外科医 中山　祐次郎/著

あきない世傳金と銀　12 高田　郁/著

萩の餅（花暦居酒屋ぜんや　2） 坂井　希久子/著

風に訊け（空也十番勝負　7） 佐伯　泰英/著

婚活食堂　6・7 山口　恵以子/著

● 一般書

何度でも食べたい一品。比べて
みると,さらにその個性が際立ち
楽しいのです。『散歩の達人』が
集めた街を彩る東京のおやつ。
洋菓子編はシュークリーム,クッ
キー,カヌレなどを紹介していま
す。

『 東京おやつ図鑑ー洋菓子編ー』 お菓子の本

下里 康子 / 文 尾崎 玄一郎 / 作

三毛猫のミケばあちゃんは,駄菓

子屋の床下で壊れたおもちゃを
直す「おなおしや」をしています。
お客さんが減った駄菓子屋が閉
まると知ったミケばあちゃんが考
えたことは…。

『おなおしやのミケばあちゃん』 えほん

偕成社 / 刊

５ 月 新着資料情報

交通新聞社 / 刊

● 児童書

● DVD・CD

DVD「いのちの停車場」 DVD「竜とそばかすの姫」 CD「U」　NiziU

DVD「孤狼の血　LEVEL２」 DVD「ラーヤと龍の王国」 CD「LOVE ALL SERVE ALL」FUJII KAZE

DVD「この世界のさらにいくつもの片隅に」 DVD「あいうえーお！でヨロレイヒ♪」 CD「愛の世代の前に」浜田省吾

DVD「ノマドランド」 CD「ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼きfeat.梅干し」　桑田佳祐


