
第２１５号 令和４年 ９月１日

のうみ図書館

だより

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/

９月のふれあい広場では、ダンボールを

使ってギターを作ります。自分で作ったギ

ターで演奏してみませんか。

９月１０日（土）午後１時３０分～３時

対象：小学生 ６名 （予約してください）

★予告★

１０月２日（日）は第１７回図書館フェ

スタを開催します！

図書館フェスタは、年に一度の図書館の

お祭りです。今年のテーマは「日本のむか

し」。日本全国の絵本を展示し、昔の遊び

道具やお手玉を作って楽しみます。もちろ

ん、本のリサイクル市もありますよ。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18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（金）まで

※当日消印有効【今月のミニ図書館】

９月７日（水）

２１日（水）

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
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ふれあい広場 今月の展示

職場体験にきた中学生のいちおし

【広島本】

広島を舞台にした小説や、ローカルな案内書、地

元あるあるなど、広島のことをさらに好きになる本

を集めて展示します。この機会にぜひ読んでみて！

『広島のトリセツ』 昭文社

『ラグリマが聞こえる』ささぐちともこ/著 汐文社

『ふるさとは本日も晴天なり』

横山雄二/著 角川春樹事務所

ほか

【お月見絵本】

中秋の名月は９月１０日。まんまるお月さまが見

えるかな。

『おつきさまのおさんぽ』

カワチレン/作・絵 学研プラス

ほか

【おじいちゃんおばあちゃんの絵本】

敬老の日は９月１９日です。

『９０さいのキヨさん』 まつつむぎ/さく 文芸社

ほか

【秋の絵本】

暑かった夏が過ぎ、いつのまにか夜は秋の虫の声

が聞こえてきますね。のんびり秋の絵本をお楽しみ

下さい。

『かぜがふくふく』 田島征三/作 フレーベル館

ほか

【今月の作家】 シドニィ・シェルダン

1917年、アメリカ生まれ。１９６９年から小説

を書き始め、『真夜中は別の顔』（1973）は世界

的なベストセラーとなる。『ゲームの達人』『血

族』など、多くの著書がある。

『小鳥』の締め切りせまる！

※八幡神社祭礼のため、17日（土）18日（日）を
休館します。代わりに、１９日（祝・月）２３日（祝・

金）を開館します。

【カンガルーくらぶ】 （おはなし会）

３日(土) 10時30分～

【絵本の会】

①６日(火) 10時～12時「エコの絵本」

②２０日(火) 10時～12時「語りを学ぶ」

【ふれあい広場】

１０日(土) 1３時30分～１５時

「ダンボールでギターを作ろう！」

【ＮＬＳ】

１０日（土） １６時～１８時

【アート】

1２日(月) 10時～12時「あそびアート」

今月の行事予定８月のふれあい広場では、「真夏の怖～い上

映会」と題し、『稲川淳二の超こわい話「怨霊奇

談」』を上映しました。

恐怖の怪談ストーリーテラー・稲川淳二の“語

り”の映像ですが、参加者は思わず首をすくめな

がら、じっと聞き入っていました。

貸出もできます。「ツーリング」「隣の奥さ

ん」「はるみさんのアパート」「信州での話」な

ど全6話を収録（７７分）。次は自宅でお楽しみ

ください。

『ムゲンのⅰ』(上・下)

知念 実希人/著

双葉社

眠りから覚めない謎の病気・イレスの患

者を抱えた愛衣は、魂の救済〈マブイグ

ミ〉をするしかないと知る。愛衣は霊能力

者の祖母から受け継いだ力で、マブイグミ

に挑むー。

2020年の本屋大賞ノミネート作品です。

『世界を変えた１００日』

ニック・ヤップ/著

日経ナショナルジオグラフィック社

写真という技術が世に生まれてから現代

に至るまでの世界の特別な１００日を、詳

細な解説とともに、第一線のカメラマンの

作品を通して語る。今まで見えなかった歴

史の「真実」が見えてくる一冊。

じっくり見てほしい１冊です。



一般書

祈りのカルテ　２　再会のセラピー 知念　実希人/著 KADOKAWA 感覚過敏の僕が感じる世界 加藤　路瑛/著 日本実業出版社

汝、星のごとく 凪良　ゆう/著 講談社 ４０代から始めよう！閉経マネジメント 吉形　玲美/著 講談社

幻告 五十嵐　律人/著 講談社 腸活で長生き！オートミール健康レシピ 検見崎　聡美/レシピ 池田書店

川瀬　七緒/著 講談社 ＨＳＰの教科書 上戸　えりな/著 Ｃｌｏｖｅｒ出版

腹を割ったら血が出るだけさ 住野　よる/著 双葉社 環境 身のまわりの水のはなし 斎藤　恭一/著 朝倉書店

財布は踊る 原田　ひ香/著 新潮社 産業 自分でつくる最高のビール マイナビ出版

よって件のごとし　三島屋変調百物語八之続 宮部　みゆき/著 KADOKAWA ショートブレッドのすべて　 吉澤　るり子/著 誠文堂新光社

とんこつQ＆A 今村　夏子/著 講談社 道場　六三郎/著 KADOKAWA

紅だ！ 桜庭　一樹/著 文藝春秋 ペット ねこうちさん サイゾー

作家刑事毒島の嘲笑 中山　七里/著 幻冬舎 いぬ ショーン・タン/著 河出書房新社

こいごころ　（「しゃばけ」シリーズ　２１） 畠中　恵/著 新潮社 旅のネコと神社のクスノキ 池澤　夏樹/文

宮中の華　（公家武者信平ことはじめ　１０） 佐々木　裕一/著 講談社 まんが 夜明けの図書館　７ 埜納　タオ/著 双葉社

髪結おれん 千野　隆司/著 KADOKAWA 伝記 石井　ふく子/著 世界文化社

朴念仁　（新・秋山久蔵御用控　１４） 藤井　邦夫/著 文藝春秋 幸田文生きかた指南 幸田　文/著 平凡社

御留山　（新・酔いどれ小籐次　２５） 佐伯　泰英/著 文藝春秋 ベスト・エッセイ　２０２２ 日本文藝家協会/編 光村図書出版

雪の夜のあと　（慶次郎縁側日記） 北原　亞以子/著 朝日新聞出版

侠飯　８　　やみつき人情屋台篇 福澤　徹三/著 文藝春秋 児童書

果し合い　（若鷹武芸帖　１０） 岡本　さとる/著 光文社 SDGsのサバイバル 韓　賢東/絵 朝日新聞出版

かどわかし　（北の御番所反骨日録　５） 芝村　凉也/著 双葉社 最強の城へタイムワープ フルカワ　マモる/マンガ 朝日新聞出版

入婿　（鬼役伝　３） 坂岡　真/著 光文社 岩崎書店

新・浪人若さま新見左近　１１　不吉な茶釜　 佐々木　裕一/著 双葉社 東野　圭吾/著 文藝春秋

藩主の座　（おれは一万石　２２） 千野　隆司/著 双葉社 「オードリー・タン」の誕生 石崎　洋司/著 講談社

ふたりの道　（小間もの丸藤看板姉妹　５） 宮本　紀子/著 角川春樹事務所 医者になりたい君へ　（14歳の世渡り術） 須磨　久善/著 河出書房新社

浪人奉行　１３ノ巻　 稲葉　稔/著 双葉社 中村哲物語 松島　恵利子/著 汐文社

最後の晩ごはん　１８　ゲン担ぎと鯛そうめん 椹野　道流/著 KADOKAWA うみべのおはなし３にんぐみ ジェイムズ・マーシャル/さく 大日本図書

読書 わたしのなつかしい一冊 池澤　夏樹編 毎日新聞出版 食品トレーのひみつ 深草　あさみ/まんが 学研プラス

心理学 大鈴　佳花/著 サンマーク出版 SDGsのひみつ　７ 蟹江　憲史/監修 学研プラス

７０代で死ぬ人、８０代でも元気な人 和田　秀樹/著 マガジンハウス うちのおかあちゃん 小手鞠　るい/作 偕成社

オトナ女子の気くばり帳 気くばり調査委員会/編 野ばらの村の山のぼうけん ジル・バークレム/作・絵 出版ワークス

旅行 世界遺産の歩き方 地球の歩き方編集室/編集 地球の歩き方 絵本はたらく細胞　４ 清水　茜/原作 講談社

図解よくわかる地方議会のしくみ 武田　正孝/著 学陽書房 あわあわわあい！ ジャクリーヌ・デイヴィーズ/さくほるぷ出版

ロシアとシリア　ウクライナ侵攻の論理 青山　弘之/著 岩波書店 給食室のいちにち 大塚　菜生/文 少年写真新聞社

経済 グロービス/著 東洋経済新報社 キーウの月 ジャンニ・ロダーリ/作 講談社

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口　恵子/著 大和書房 くるっとだーれ？ かしわら　あきお/さく・え 主婦の友社

レクリエ　２０２２-９・１０月 とんかつのぼうけん 塚本　やすし/作 ポプラ社

ユマニチュード入門 本田　美和子/著 医学書院 パンフルートになった木 巣山　ひろみ/文 少年写真新聞社

つながり続ける子ども食堂 湯浅　誠/著 中央公論新社

教育 河野　俊寛/著 読書工房 ＤＶＤ そして、バトンは渡された 前田　哲/監督読み書き障害〈ディスレクシア〉のある人へのサポート入門

ほねほねザウルス　２６　さがせ！まのうみの大かいりゅう

料理

小説
（文庫）

小説

サンクチュアリ出版

９１歳。一歩一歩、また一歩。必ず頂上に辿り着く

人生訓

社会

福祉

医学

大人絵本

エッセイ

クローゼットファイル　（仕立屋探偵桐ケ谷京介　2）

私はただ、「生きてる〜!」って叫びたいだけだったんだ

ビジネスで使える数学の基本が1冊でざっくりわかる本

世界文化ライフケア

よみもの

絵本

カバヤ食品株式会社/原案・監修

ガリレオの事件簿　１　ポルターガイストの謎を解け

スイッチ・パブリッシング

アドバンストブルーイング/著

山内健司とその妻とその子供とその猫/著

家族のようなあなたへ　橋田壽賀子さんと歩んだ60年

ワーナーブラザーズホームエンターテイメント

８月にあたらしく入った本 （入荷予定含む）


