
『親子で作れる！摩訶不思議なサイエンススイーツ』

　　太田さちか/著　宝島社

ほか

『およぐ』　なかのひろたか/さく　福音館書店

『ぼくらのひみつきち』　といよしひこ/文・絵　出版ワークス

ほか

　くるくるリサイクル工作研究会/著　メイツユニバーサルコンテンツ

『自由研究もエコで楽しく！ペットボトル・牛乳パックのかんたん工作』

『おぼんぼんぼん ぼんおどりの日！』ますだゆうこ/作　文渓堂

子ども達の読書はもちろん、宿題を助けて

くれる本もたくさん用意しています。

子ども達だけでなく大人にも、旅行・ドラ

イブのガイドブックや、夏休み中のお昼ごは

ん作りのヒントになる料理本など、さまざま

なジャンルの本・雑誌があります。

また、カンヌ国際映画祭脚本賞などを受賞

した映画『ドライブ・マイ・カー』、Ado

やミスチルのアルバムなど、新しいDVDや

CDも入荷しています。

夏休みはぜひ図書館を活用してください！

【今月のミニ図書館】

８月３日（水）・１７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/

第２１４号 令和４年８月1日

のうみ図書館

だより

『かならず見つかる星座の本』

藤井 旭/著

偕成社/出版

七夕の織女星ベガと牽牛星アルタイル、はく

ちょう座デネブの3個の1等星でつくる「夏の

大三角」などの夏の星座の見つけ方を、ユニー

クな星座図や写真で紹介。収録されている星座

神話や伝説も読んで、夏の星空を楽しもう!

時には、夜空を見上げて…。

春夏秋冬の４冊のうち、２が夏の星座です。

（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。今年はオリジナルタンブラーを先着４００

名の方にプレゼント！達成できなかった方にも、

チャレンジ賞を差し上げます。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。

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。

９/３０まで

三高会館

１１時～１２時

本庁１階ロビー
１４時～１５時

７月のふれあい広場では、紙コップで風

鈴を作りました。色紙の飾りをつけたり、

思い思いの絵を描いたりして、カラフルな

風鈴が出来上がりました。

■ 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。

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

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

ふれあい広場今月の展示 （一部）

図書館員のいちおし

夏休みは図書館に行こう！

司書体験中

今月の行事予定

【カンガルーくらぶ】 （おはなし会）

６日(土) 10時30分～

【ふれあい広場】

２０日(土)1４時～

「真夏の怖～い上映会」

定員：２０名（要予約）

【ＮＬＳ】（のうみライブラリーシンフォニー）

２０日(土) 16時～18時

※ 絵本の会①②、アートはお休みです。

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。

８月のふれあい広場では、

「真夏の怖～い上映会」を行います。

８月２０日（土）午後２時～

『稲川淳二の超こわい話

「怨霊奇談」』（全６話 77分）
恐怖のカイダンストーリーテラー稲川淳二

が語る“こわ～い話”日常に潜む数々の不

思議な出来事…怪奇現象の数々が、いま鮮

明に浮かび上がる！

定員 ２０名（お早めに予約を！）

■ 今月の作家「さこ ももみ」
1961年東京都生まれ。東京芸術大学美術教育

学科卒業。小学校教員を経てイラストレーター絵

本作家へ。主な作品に「ゆっくとすっくの絵本」

シリーズ（文・高寺夏代/ひかりのくに）など。

■ 夏の絵本 （季節の絵本コーナー）
夏にこそ読んでほしい絵本を集めています。

子ども司書養成講座を受講中の小学生や、

職場体験学習をする中学生が、図書館内で

実地研修をする日があります。

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、あたたかく見守ってくだ

さいね。



一般書 生活 ごみを出さない気持ちのいい暮らし 高砂　雅美/ほか著 家の光協会

蹴れ、彦五郎 今村　翔吾/著 祥伝社 趣味 楽しくできる！DIYで作る家具・小物 山田　芳照/著 ナツメ社

先祖探偵 新川　帆立/著 角川春樹事務所 エブリデイサロペット Quoi？Quoi？/著

サウンド・ポスト 岩城　けい/著 筑摩書房 はじめてさんのつまみ細工 ＊Hanairo/著 ブティック社

掬えば手には 瀬尾　まいこ/著 講談社 ふたりときどきみんなでご飯 藤井　恵/著

任侠楽団 今野　敏/著 中央公論新社 タサン志麻/著 扶桑社

予感〈ある日、どこかのだれかから電話が〉 清水　杜氏彦/著 双葉社 生活 がんばらない片づけと収納 扶桑社

鷹の系譜 堂場　瞬一/著 講談社 生き方 トカイナカに生きる 神山　典士/著 文藝春秋

鬼人幻燈抄　１０　大正編　夏雲の唄 中西　モトオ/著 双葉社 豊かな暮らしと“小さな農業” 望月　健/編著 論創社

ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川　佐和子/著 文藝春秋 土を育てる ゲイブ・ブラウン/著 NHK出版

恋ふらむ鳥は 澤田　瞳子/著 毎日新聞出版 闘病記 手放す瞬間 古村　比呂/著 KADOKAWA

仮面の復讐者 小島　正樹/著 南雲堂 あした何着よう 林　真理子/著 マガジンハウス

晩秋行 大沢　在昌/著 双葉社 居場所がないのがつらいです 高橋　源一郎/著 毎日新聞出版

駆ける　2 稲田　幸久/著 角川春樹事務所 小さいわたし 益田　ミリ/著 ポプラ社

うまたん 東川　篤哉/著 PHP研究所 手記 自閉症のぼくは書くことで息をする ダーラ・マカナルティ/著 辰巳出版

信仰 村田　沙耶香/著 文藝春秋 児童書
朽ちゆく庭 伊岡　瞬/著 集英社 ツッコミ！日本むかし話 大竹　稽/著 自由国民社

ご隠居は福の神　９　どくろ夫婦 井川　香四郎/著 二見書房 もうモヤモヤしない！気もちの伝え方 名越　康文/監修 日本図書センター

仕立屋お竜　１・２ 岡本　さとる/著 文藝春秋 だれのからだ？ 有沢　重雄/構成・文 偕成社

将軍の宴　（公家武者信平ことはじめ　9） 佐々木　裕一/著 講談社 ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密　 J．K．ローリング/著 静山社

狂う潮・八丁越　（新・酔いどれ小籐次　23・24） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 廣嶋　玲子/作 講談社

浮世小路の姉妹 佐伯　泰英/著 光文社 かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる！ 原　ゆたか/さく・え ポプラ社

お勝手のあん　６　あんの信じるもの 柴田　よしき/著 角川春樹事務所 ドリトル先生ガラパゴスを救う 福岡　伸一/著 朝日新聞出版

戦端　（武商繚乱記　1） 上田　秀人/著 講談社 びっくり！動物園のおしごと大図鑑 DK社/編 河出書房新社

世継の壁　（おれは一万石　21） 千野　隆司/著 双葉社 立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 佐藤　真澄/作 静山社

拙者、妹がおりまして　６ 馳月　基矢/著 双葉社 食糧危機のサバイバル　生き残り作戦 ゴムドリco．/文 朝日新聞出版

影忍び　 (日暮左近事件帖　13) 藤井　邦夫/著 光文社 星の町騒動記 樫崎　茜/著 理論社

野暮天　（大江戸閻魔帳　7） 藤井　邦夫/著 講談社 ルビねこと旅の仲間たち　（本屋さんのルビねこ　5） 野中　柊/作 理論社

本格王　2022 講談社 ももちゃんのピアノ 柴田　昌平/文 ポプラ社

女性の覚悟 坂東　眞理子/著 主婦の友社 宇喜多秀家　（コミック版日本の歴史　82） 加来　耕三/企画・構成・監修 ポプラ社

80歳の壁 和田　秀樹/著 幻冬舎 昆虫・恐竜・危険生物　（学研の図鑑LIVE） 丸山　宗利/総監修 学研プラス

地理 中学生から知りたいウクライナのこと 小山　哲/著 ミシマ社 しあわせなときの地図 フラン・ヌニョ/文 ほるぷ出版

旅行 河口湖・山中湖 富士山　'23　（まっぷるマガジン） 昭文社 はだしであるく 村中　李衣/文 あすなろ書房

21世紀の社会契約 ミノーシュ・シャフィク/著 東洋経済新報社 ねずみくんはカメラマン なかえ　よしを/作 ポプラ社

わたし生活保護を受けられますか　 三木　ひとみ/著 ペンコム くすのきだんちはサン！サン！サン！ 武鹿　悦子/作 ひかりのくに

死刑について 平野　啓一郎/著 岩波書店 わたしとなかよし ナンシー・カールソン/さく 瑞雲舎

サンマーク出版 ホホジロザメ 沼口　麻子/文 福音館書店

いくつになっても「骨」は育つ！ 今泉　久美/著 たね くさなり/さく

成功する子は食べ物が9割栄養ぐるぐるレシピ 細川　モモ/監修 主婦の友社 ちいさなハチドリのちいさないってき ウノサワ　ケイスケ/え

こころの見方 海原　純子/著 毎日新聞出版 バスが来ましたよ 由美村　嬉々/文 アリス館

ヨガを楽しむ教科書 綿本　彰/著 ナツメ社 ロケットペンギン 中川　ひろたか/文

自然科学 僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎　直子/著 青春出版社 ワニのたまごやさん 有田　奈央/文 新日本出版社

産業 決戦！株主総会　 秋場　大輔/著 文藝春秋 ノラネコぐんだんおかしなさがしえブック 工藤　ノリコ/原作 白泉社

世界文化ワンダークリエイト

イマジネイション・プラス

みらいパブリッシング

エムディエヌコーポレーション

文化学園文化出版局

社会

医学

手芸

料理

農業

エッセイ

本格ミステリ作家クラブ/選・編

文化学園文化出版局

よけいなひと言をわかりあえるセリフに変える親子のための言いかえ図鑑　大野　萌子/著
絵本

小説

小説
(文庫)

à　table　SHIMA　夏をもっとおいしく！vol．02（2022夏号）

ふしぎな図書館とアラビアンナイト（ストーリーマスターズ　2）

よみもの

人生訓

７月に新しく入った本


