
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２１６号 令和４年１０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

■ 202２年 読書週間 ■

10/27（木）～11/9（水） 「この一冊に、ありがとう」
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５日（水）

１９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
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23 24 25 26 27 28 29

30 31

2５日（火）は、月末整理日で休館します。

今月の展示図書館フェスタ

１０月２日（日）

・リサイクルブックマーケット

駐車場（9:30～19:00）

・子どものための工作教室

「ペットボトルでけん玉を作ろう！」

10:30～11:30 （小学生以下６名）

・大人のための工作教室

「お手玉を作ろう！」

14:00～15:00 （中学生以上６名）

※工作教室はどちらも予約が必要です。

図書館員のいちおし

ハロウィンどくしょビンゴ

【日本のむかし話】

北海道から沖縄まで、日本全国を絵本でめぐろ

う！語り継がれてきたむかし話の源流がここにあり

ます。

『島ひきおに』

山下明生/著 偕成社（広島県）

『いぬのごろたろう』

立石憲利/ぶん ほるぷ出版（岡山県）

『三ねんねたろう』

おおかわえっせい/文 ポプラ社（山口県）

『いなばのしろうさぎ』（日本の神話 第４巻）

舟崎克彦/文 あかね書房（鳥取県）

『さるのひとりごと』

松谷みよ子/文 童心社（島根県）

ほか

【今月の作家】鈴木 のりたけ

1975年静岡県生まれ。会社員、グラフィックデ

ザイナーを経て絵本作家に。写実的かつユーモラス

な作風で、さまざまなジャンルの絵本に意欲的に取

り組む。『ぼくのトイレ』（ＰＨＰ研究所）で日本

絵本賞読者賞、『しごとば 東京スカイツリー』

（ブロンズ新社）で小学館児童出版文化賞を受賞。

『大ピンチずかん』（小学館）

『ぼくのねこ』（ＰＨＰ研究所）

ほか

１０月３０日（日）は、ハロウィンイベ

ントを行います♪本を借りて、ビンゴに挑

戦しよう！

この日の開館時間中に本を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。

『としょかんライオン』
ミシェル・ヌードセン/さく

福本 友美子/やく

ケビン・ホークス/え

岩崎書店

ある日、まちの図書館にライオンが入っ

てきました。人々は大あわて。でもメリ

ウェザー館長は、静かにお行儀よくできる

のなら来ていいですよ、と言いました。や

がてライオンは、みんなと仲良しに。とこ

ろがある日…。心温まるすてきな絵本です。

担当：木原

■ 図書館フェスタ ■
１０月２日（日）に第１７回図書館フェスタを行います。今年のテーマは「日本のむかし」。

展示コーナーでは、全国４７都道府県にちなんだむかし話の絵本を展示します。

子どものための工作教室では、ペットボトルを使ってけん玉を作り、大人のための工作教室では、

お手玉を作ります。むかしながらの手遊びを楽しみましょう。

また、保存期限の切れた雑誌や、寄贈していただいても登録できなかった本などを、無料で提供

します。ぜひご来館ください。

お知らせ

■大柿市民センター整備事業に伴い、休室していた

大柿図書室が、11月1日（火）にリニューアルオー

プンします。新しくなった大柿図書室をぜひ、ご利

用ください。

なお、当日は落成式終了後、正午から午後７時ま

でが開室時間となります。

また、本庁で実施していたロビーでのミニ図書館

と市民生活課窓口での予約図書の貸出・返却サービ

スは、開室に伴い休止します。ご了承ください。

■『小鳥』(第18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18号を発行する予定です。

お楽しみに！

※本庁でのミニ図書館は、

大柿図書室開室に伴い

休止します。



一般書 児童書

マル暴ディーヴァ 今野　敏/著 実業之日本社 ガリレオの事件簿　２　幽体離脱の謎を追え 東野　圭吾/著 文藝春秋

オリンピックを殺す日　THE　GAME 堂場　瞬一/著 文藝春秋 折れない心を育てるいのちの授業 小澤　竹俊/著 KADOKAWA

ハヤブサ消防団 池井戸　潤/著 集英社 難攻不落の迷路 香川　元太郎/作・絵 PHP研究所

新！店長がバカすぎて 早見　和真/著 角川春樹事務所 3分間サバイバル　失敗か成功か？運命の選択 粟生　こずえ/作 あかね書房

警察医の戒律 直島　翔/著 角川春樹事務所 粟生　こずえ/作 あかね書房

乱鴉の空　（「弥勒」シリーズ　11） あさの　あつこ/著 光文社 3分間サバイバル　絶体絶命！危険生物の世界 粟生　こずえ/作 あかね書房

此の世の果ての殺人 荒木　あかね/著 講談社 3分間サバイバル　つかみとれ！最高の結末 粟生　こずえ/作 あかね書房

嘘つきジェンガ 辻村　深月/著 文藝春秋 3分間サバイバル　生還せよ！自然災害の脅威 粟生　こずえ/作 あかね書房

神無の恋風　（湯屋のお助け人　５） 千野　隆司/著 双葉社 3分間サバイバル　未来を変えろ！天才の発想 粟生　こずえ/作 あかね書房

おひで　（慶次郎縁側日記） 北原　亞以子/著 朝日新聞出版 3分間サバイバル　有罪か無罪か？常識の死角 粟生　こずえ/作 あかね書房

突きの鬼一　８　鉄扇 鈴木　英治/著 小学館 おぼえようバドミントンのルール 上田　敏之/著

はなごよみ　〈草花〉 中島　要ほか/著 PHP研究所 ｸﾘｽﾃｨｰﾅ・ﾊｰｶｰﾄ・ｼｭｰﾙ/著

城月の雁　（初代北町奉行米津勘兵衛　７） 岩室　忍/著 祥伝社 教科書にでてくる生きものをくらべよう　１～４ 今泉　忠明/監修 学研プラス

浪人半九郎　（父子十手捕物日記　１５）　 鈴木　英治/著 光文社 福井県立恐竜博物館/監修 岩崎書店

鬼剣逆襲　　（介錯人・父子斬日譚　７） 鳥羽　亮/著 祥伝社 きみを強くする人権とＳＤＧsの本　１～３ 伊藤　賀一/監修 小峰書店

南町奉行と火消し婆 風野　真知雄/著 文藝春秋 ヨルとよる あさの　ますみ/作 教育画劇

名乗らじ　（空也十番勝負　８） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 わすれないでね　ずっとだいすき ジーン・ウィリス/文 小学館

剣客参上　（八丁堀「鬼彦組」激闘篇　１２） 鳥羽　亮/著 文藝春秋 ママってすごーい！ クリス・ホートン/作 BL出版

椿平九郎留守居秘録　６　打倒！御家乗っ取り 早見　俊/著 二見書房 イライラのあらし ルイーズ・グレッグ/作 金の星社

南町番外同心　２　八丁堀の若様 牧　秀彦/著 二見書房 カピバラがやってきた アルフレド・ソデルギット/さく 岩崎書店

小説すずめの戸締まり 新海　誠/著 KADOKAWA かずもう もとした　いづみ/文 講談社

図書館 事例で学ぶ図書館サービス概論 吉井　潤/著 青弓社 安藤　由紀/作・絵 岩崎書店

福祉 介活入門 牛越　博文/監修 講談社 わごむまつり つきおか　ゆみこ/作・絵 小峰書店

社会 発達障害フリーランス 銀河/著 翔泳社 ねずみさんのパンツ tupera　tupera/作 ブロンズ新社

伝記 我が息子、慎太郎と裕次郎 石原　光子/著 青志社

生物 日本の美しい水族館 銀鏡　つかさ/写真・文 エクスナレッジ

医学 部屋も頭もスッキリする！片づけ脳 加藤　俊徳/著 自由国民社

おいしい絵本レシピ 野口　真紀/著 福音館書店

パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ 吉永　麻衣子/料理 KADOKAWA

これでよゆうの晩ごはん 暮しの手帖編集部/著 暮しの手帖社 家族のようなあなたへ 石井　ふく子/著 世界文化社

ハロウィーンの料理帳 ヴァンサン・アミエル/著 原書房 枯れてこそ美しく 集英社

生活 無印良品子どもとすっきり暮らす収納術　 主婦の友社 道場　六三郎/著 KADOKAWA

ペット 犬の問題行動の教科書 奥田　順之/著 緑書房 九十八歳。戦いやまず日は暮れzu. 佐藤　愛子/著 小学館

経済 サラリーマンはラクをしろ！ ｈｏｒｉｓｈｉｎ/著 ばる出版 幸田文生きかた指南 幸田　文/著 平凡社

大人絵本 エリック・カール　（別冊太陽） 平凡社 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友　直子/著 新潮社

まんが ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　巻１０３ 尾田　栄一郎/著 集英社 信友　直子/著 新潮社

デイリー日本語・フィリピン語・英語辞典 大上　正直/監修 三省堂 わたしのなつかしい一冊 池澤　夏樹/編 毎日新聞出版

デイリー日本語・ベトナム語・英語辞典 冨田　健次/監修 旅の絵本　１～５ 安野　光雅/著 福音館書店

ベースボール・マガジン社

ディスカヴァー・トゥエンティワン

９１歳。一歩一歩、また一歩。必ず頂上に辿り着く

敬老の日読書のすすめ　～心ゆたかに生涯読書～

三省堂

わくわく科学実験ずかん　工作篇

戸田　奈津子/著

辞典

小説

小説
（文庫）

3分間サバイバル　真実を見極めろ！ウイルスパニック

ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐竜博物館　１～３

アミとランのおとなになるまえの性の絵本　１　ハグして！

よみもの

絵本

ぼけますから、よろしくお願いします。おかえりお母さん

料理

９月にあたらしく入った本

「本を読むと若くなる」といわれます。読書が心の健康に役立つからです。本を読むことが、

頭の体操になるからです。本を読んでみませんか。


