
　『おうち備蓄と防災のアイデア帖』　島本　美由紀/著

　『災害から命を守る「逃げ地図」づくり』　ぎょうせい/出版

　『“今”からできる！日常防災』　永田　宏和/監修

　『こどものための防災教室』　全３巻　今泉　マユ子/著

　　ほか

『ポスターをつくろう！』　デジカル/作

『「自由研究」の選び方＆まとめ方がわかる本』

子ども学力向上研究会/著

『動く貯金箱』　ブティック社

『小学生の夏休み自由研究ブック』　ガリレオ工房/編著

　　ほか

『女性失格』　文藝春秋

『幸福の一部である不幸を抱いて』　幻冬舎

『私たちの望むものは』　河出書房新社

　ほか

　『自然災害へのそなえ』　防災・減災サポートセンター/編著

『スイスイ！ラクラク！読書感想文』　成美堂出版編集部/編

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２１３号 令和４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タンブ

ラーを差し上げます。（先着400名）ぜひ

ご参加ください。
※ミニ図書館や市民センター等予約貸出でも参

加できます。（予約貸出の場合は，台紙を予約

図書と一緒に送付します。）

なお、何度でもチャレンジできますが、

記念品受け取りは一人１回のみとさせてい

ただきます。

『香君』（上・下）

上橋 菜穂子/著

文藝春秋/出版

奇跡の稲、オアレ稲をもたらし、香りで万象を知

るという活神<香君>の庇護のもと、帝国は発展を続

けてきた。あるとき、オアレ稲に虫害が発生し、人

並外れた嗅覚をもつ少女アイシャは、オアレ稲に秘

められた謎と向き合い…。

ファンタジーの世界に引き込まれます。児童書の

棚にありますが、大人も楽しめます。(担当:脇田)

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４年７月１日（金）

～９月30日（金）

【災害へ備えよう】 ～７／２０（水）

いざというときに命を守るためには、日頃から

の災害への備えが必要です。夏休みも近いこの時

期、今一度確認しておきましょう。

図書館員のいちおし

【カンガルーくらぶ】 （おはなし会）

2日(土) 10時30分～

【絵本の会】

①5日(火) 10時～12時「多様性を考える絵本」

②19日(火) 10時～12時「語りを学ぶ」

【ふれあい広場】

9日(土)10時30分～

「紙コップで風鈴を作ろう！」

定員：小学生以下 ６名（要予約）

【アート】

11日(月) 10時～12時「あそびアート」

【ＮＬＳ】（のうみライブラリーシンフォニー）

16日(土) 16時～18時

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。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６日（水）

三高会館 11時～12時
※本庁は期日前投票所となるためお休みです。

７月２０日（水）

三高会館 11時～12時

本庁１階ロビー 14時～15時

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９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。

今月の行事予定

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

だれにでもやさしい、もの知り

で虫博士のかぼすくん。

ふれあい広場

６月のふれあい広場では、フェルトを

使ってアジサイの花を作りました。細かい

手芸でしたが、スムーズに完成させること

ができました。

７月のふれあい広場では、紙コップとす

ずを使って風鈴を作ります。

ご予約はお早めに！

７月９日（土） 10時30分～

定員：小学生以下６名

（小さいお子さんは保護者同伴）

【夏休みの宿題を手伝ってくれる本】 ７／２２（金）～

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、夏休みの宿題には図書館の本

を活用してね！

26日（火）は月末整理です。

【今月の作家】 小手鞠 るい

1956年、岡山県出身。81年、第７回サンリオ

「詩とメルヘン賞」を受賞し、３冊の詩集を上梓。

93年『おとぎ話』で第12回「海燕新人文学賞」を

受賞し、作家デビュー。



一般書 児童書

にごりの月に誘われ 本城　雅人/著 東京創元社 ちいさな宇宙の扉のまえで　（糸子の体重計　続） いとう　みく/作 童心社

棘の家 中山　七里/著 KADOKAWA はりねずみのノート屋さん ななもり　さちこ/作 福音館書店

石礫　機捜２３５ 今野　敏/著 光文社 地獄の金星ボスママは知っている 藤本　ひとみ/原作 講談社

死神と天使の円舞曲 知念　実希人/著 光文社 シンデレラ階段は知っている 藤本　ひとみ/原作 講談社

村山　由佳/著 集英社 怪盗レッド　20 秋木　真/作 KADOKAWA

俺ではない炎上 浅倉　秋成/著 双葉社 つくるたね 汐崎　弘/著 ごま書房新社

たそがれの侵入者 赤川　次郎/著 双葉社 世界がわかる国旗じてん　２０２２ 成美堂出版編集部/編 成美堂出版

夢をかなえるゾウ　0 水野　敬也/著 文響社 戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン/作 ブロンズ新社

パパイヤ・ママイヤ 乗代　雄介/著 小学館 ぼくらのひみつきち とい　よしひこ/文・絵 出版ワークス

狂う潮　（新・酔いどれ小藤次　２３） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 うみでなんでやねん 鈴木　翼/文

春風同心十手日記　３　悪党の娘 佐々木　裕一/著 小学館 ずぼっじー 高橋　祐次/作 講談社

異世界居酒屋「のぶ」７杯目 蝉川　夏哉/著 宝島社 ようかいむらのきらきらたなばた たかい　よしかず/作・絵 国土社

北町奉行所前腰掛け茶屋　４　夕影草 吉田　雄亮/著 実業之日本社 数字はわたしのことば シェリル・バードー/文 ほるぷ出版

異変ありや（空也十番勝負　６） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 まよなかのバスてい 古内　ヨシ/さく 大日本図書

大河の剣　５ 稲葉　稔/著 KADOKAWA さかなくん しおたに　まみこ/著 偕成社

御蔵入改事件帳 ５　消えた隠居資金 早見　俊/著 10かいだてのおひめさまのおしろ のはな　はるか/作・絵 PHP研究所

北町の爺様　１　　(隠密廻同心) 牧　秀彦/著 二見書房 10かいだてのまほうつかいのおしろ のはな　はるか/作・絵 PHP研究所

小杉　健治/著 光文社 ひみつのさくせん ニコロ・カロッツィ/さく 化学同人

情義の訴　（吟味方与力望月城之進　３） 小杉　健治/著 光文社 ランカ 野呂　きくえ/さく 偕成社

荒月の盃　（初代北町奉行米津勘兵衛　６） 岩室　忍/著 祥伝社

日雇い浪人生活録　１３　金の妬心 上田　秀人/著 角川春樹事務所 ドライブ・マイ・カー 濱口　竜介/監督　　村上　春樹/原作

死してなお　（はぐれ又兵衛例繰控　５） 坂岡　真/著 双葉社 アーヤと魔女

歴史 江戸藩邸へようこそ　三河吉田藩「江戸日記」 久住　祐一郎/著

地理 国旗と国章図鑑 苅安　望/著 世界文化ブックス

兵庫’２３　姫路城・神戸　但馬・淡路島（まっぷるマガジン） 昭文社 オノモロンボンガ アルベナ・イヴァノヴィッチ=レア/再話 光村教育図書

長崎ハウステンボス’２３　佐世保・五島列島（まっぷるマガジン） 昭文社 ちきゅうのための１じかん ナネット・ヘファーナン/さく 評論社

兵どもの夢の跡 枡田　勲/著 中国新聞社 しずかな夏休み キム　ジヒョン/作 光村教育図書

来たれ、新たな社会主義 トマ・ピケティ/著 みすず書房 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

独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 池上　彰/著 文藝春秋 しゅくだいがっしょう 福田　岩緒/作・絵 ＰＨＰ研究所

医学 運動未満で体はととのう 長島　康之/著 主婦の友社 ランカ 野呂　きくえ/さく 偕成社

手芸 クライ・ムキ/著 ブティック社 できるかな？人体おもしろチャレンジ 坂井　建雄/監修 えほんの杜

JA全農広報部/監修 KADOKAWA 消えゆく動物たちを救え ミリー・マロッタ/著 光文社

食べたいから作る！鳥羽周作のとっておきごはん鳥羽　周作/著 小学館 ぼくんちのねこのはなし いとう　みく/作 くもん出版

納豆がもっと好きになる＃感動の納豆レシピ 夏見　奈央子/著 ぼくが弟にしたこと 岩瀬　成子/作 理論社

志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ タサン志麻/著 マガジンハウス 夜をあるく マリー・ドルレアン/作 ＢＬ出版

2品献立でひとり分から作れる！かんたん和食 吉田　愛/著 グラフィック社 君色パレット 戸森　しるこ/著 岩崎書店

ガイド ディズニーファン編集部/編 講談社 都会のトム＆ソーヤ はやみね　かおる/著 講談社

エッセイ カタコトのうわごと 多和田　葉子/著 青土社 学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上　祐紀/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

笑いを売った少年 ジェイムス・クリュス/著 未知谷

料理

旅行

社会

集英社インターナショナル

パイインターナショナル

小説

小説
（文庫）

よみもの

絵本

中央公論新社

DVD

子どもと楽しむ！東京ディズニーリゾート2022-2023

視聴覚資料

おいしいコーヒーのいれ方ＳｅｃｏｎｄＳｅａｓｏｎアナザーストーリー

翻りの訴　細腕敵討ち哀歌　（吟味方与力望月城之進　２）

家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい＆ゆかた

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方

小学校
５・６年

小学校
３・４年

小学校
１・２年

世界文化ワンダークリエイト

宮崎　吾郎/監督　　ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/原作

夏に読んでほしいおすすめ本　（能美図書館の推薦）

棚にありますが、大人も楽しめます。(担当:脇田)

新着案内


