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市民図書館に「ホームページ」が出来ました！
６月１日から、市民図書館の本を２４時間いつでもどこからでも、インターネットの
できる環境であれば、検索することができるようになりました。検索エンジンで「はつ
かいち市民図書館」を検索するか、

http://www.hiroshima-hatsukaichi-lib.jp/
と URL を入力してください。桜色のトップページを見ることができます。主な内容は、
図書館の利用案内、所蔵している雑誌･新聞のタイトル、行事案内、新着図書、貸出
ベスト、予約ベスト、そして資料検索です。読みたいなと思う本があれば、まずタイト
ルに書名を入力してください。貸出可能かどうかをすぐに知ることができます。皆さ
ん、一度は訪れてみてくださいね。

今月の
今月の展示
一般書
・ 木工に
木工に親しむ

～正面・中央通路～

木工を使っての作品づくり、木のまち廿日市では、かなり浸透してきていることと思
います。自分で作ったものって、愛着がわくもの。そこに木のぬくもりが加わって、私
たちの心を癒してくれます。そこで、木工に関する本を集めてみました。
・ さくらぴあ物語
さくらぴあ物語の
物語の本 －歌謡曲ー
歌謡曲ー

～展示コーナー～

日本の歌謡曲についての本を集めてみました。時代によって、流行った曲があり、そ
の時代を振り返るのもまた楽しいでものです。

児童書
・ ぴっちぴっちちゃぷちゃぷ

～こどもの本の展示コーナー～

雨の降る日は、外で遊ぶこともできなくてちょっぴり退屈。そんな時こそ家の中で本
を読んでみませんか？雨の日が待ち遠しくなるような本を集めてみました。

今月の新刊

おとなの本

図書館には１カ月に約８００冊の新刊が入ります。ここでは、その中からみな
さんにおすすめしたい本を４点あげてみました。
『多田文昌の石のハンコで

『夜空のむこう』

作るオリジナル雑貨』
多田 文昌 著・撮影 木耳社 739/ﾀ
堅苦しい篆刻のイメージが180度変わる、
多田流のはんこ技法。アルファベットや花、
宝石等の装飾的な印を紙や布、曲面のガラ
スにまで押してしまう驚きの新技法を写真
で解説してあります。

香納 諒一

著 集英社 Ｆ/ｶ

新宿2丁目に編集プロダクションを開
いた篠原公一。締め切りに追われる中、
鳴り響く電話が事件を告げた！取材する
予定だったカリスマ美容師が行方不明に
なってしまい一大事に…。

『ココロの止まり木』

『ピアニストを撃て』

河合 隼雄 著 朝日新聞社 914.6/ｶ
最近、ココロをうまく働かせていますか？
「明るく元気に」と励まされて苦しむ子供、
がんばりすぎる中高年、そして老い…。日
本人の悩みの現場に贈るココロの転換術。
「週刊朝日」連載を単行本化。

ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ｸﾞｰﾃﾞｨｽ 著
早川書房
933/ｸ

真崎義博 訳

長年会うことすらなかった兄が突然姿
を見せた時、しがないピアノ奏者エディ
の生活は急転。追われる兄を逃がしたの
がきっかけで、彼はギャングとのトラブ
ル、自身の過去の傷と向き合うことに…。

調べるための本
その６
その６，物と事がらを調
がらを調べる本
べる本 ３

専門事典３０

日本作家論

専門事典には
専門事典には、
特定の分野の
分野の知識を
知識を百科事典のように
百科事典のように編集
専門用語に簡潔
には、特定の
のように編集したものと
編集したものと、
したものと、専門用語に
な解説をしている
解説をしている専門用語集
をしている専門用語集のようなものとがあります
専門用語集のようなものとがあります。
のようなものとがあります。そこで、
そこで、市民図書館にある
市民図書館にある専門
にある専門
事典を
事典を分野ごとに
分野ごとに紹介
ごとに紹介してみます
紹介してみます。
してみます。今回は
今回は日本作家論に
日本作家論に関する事典
する事典の
事典の中で、たくさんある
中でもちょっと
でもちょっと変
ちょっと変わったものを
わったものを紹介
ものを紹介しま
紹介します
します。

・ペンネームの由来事典

記田 順一郎

著 東京堂出版

R910.2/ｷ

忘れがたき故郷をしのび、また恋人や恩人の名にちなんで、ときに師にあやかって、
気に入った和漢の古典から命名し「もうひとつの自分」を実現したなど、日本の近代
作家244人の雅号･筆名・ペンネームの由来を明らかにする事典です。

・現代文学鑑賞辞典

栗坪 良樹 編

東京堂出版

R910.2/ｹ

明治維新以降、急速に発達した「現代文学」の348人の作家･評論家による名作390
点のあらすじと読みどころを紹介してあります。

・作家の臨終･墓碑事典

岩井 寛 編 東京堂出版

R910.2/ｻ

近親者に見守られながらの大往生、一人ひっそり旅立った終焉、その死に様は、私
たちにさまざまな人生観を教えてくれます。著名作家たちの最期の言葉、死因、戒
名、墓地･墓碑の様子などを紹介してあります。

「ずいとん先生
ずいとん先生と
先生と
化けの玉
けの玉』

『ボクのこときらい
ボクのこときらい？
のこときらい？
カエルのきもち
カエルのきもち』

那須 正幹/文
長谷川 義史/絵
童心社 E/ﾊ
昔、ある村にずいとん先生という医者が

やすのぶ なおふみ/ぶん
まつはし としみつﾞ/しゃしん
PHP 研究所
E/ﾏ
きみはカエルが好き？きらい？きらいと

いた。腕は確かだが、ずるい所があるとい

したらそのわけは、体が湿っているからか

う。ある秋の夜、若い女に往診を頼まれた

な？鳴き声がうるさいからかな？カエルは

ずいとん先生は、その女の子どもを助けた

乾いたら生きていけないし、鳴き声は恋の

が…。文と絵がマッチした面白い絵本。

歌だよ。カエルの気持ちを聞いてください。

『まるをさがして』
まるをさがして』

『であってうれしい草
であってうれしい草はともだち

大月 ヒロ子/構成･文
福音館書店 E/ﾏ
まるは、小さな子どもが初めて描く形の
一つです。この絵本は、世界の芸術家が
２０世紀に描いた、いろいろなまるが集め
られています。美術を学ぶためでなく、美
術と親しみ、楽しむための絵本です。

『魔女のこねこ
魔女のこねこゴブリーノ
のこねこゴブリーノ』
ゴブリーノ』
ｱｰｼｭﾗ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ/作 中川 千尋/訳
平出 衛/絵 福音館書店
933/ｳ
魔女ねこは、全身まっ黒、みどりの目と
決まっているのに、魔女のこねこゴブリー
ノの容姿は、それとは違っていました。し
かも、大きくなったら普通の台所ねこにな
りたいと言ったので、母さんねこにも見放
され…。英国ファンタジーの古典。

野の草ノート』
いわさ ゆうこ/作 文化出版局 470/ｲ
野や畑など身近に見られる草や花が写実
的な絵で描かれ、その植物の仲間は写真で
紹介されています。食べる、お茶や薬にす
る染める等、暮らしに役立つ情報も満載で
す。

『中学生･
中学生･高校生のための
高校生のための
「おいしい」
おいしい」食育講座』
食育講座』
服部 津貴子/著 こどもくらぶ/編
同友館
498/ﾊ
食べ物は、食べて 30 分もすると自分の
体の一部になる。だから、良い物を選んで
食べるのか、いい加減に悪い物を食べたか
で、健康状態や精神状態が違ってくる。体
の基礎が作られる成長期の中高生のために
書かれた本。

● 『ごくらくももんちゃん』

とよたかずひこ さく・え

童心社 E/ﾄ

ももんちゃんシリーズ最新作。

● 『理科室から生まれたノーベル賞－田中耕一ものがたりー』
国松俊英 著
● 『つるばら村の家具屋さん』

茂市久美子 作

藤本四郎 絵

岩崎書店 289/タ

柿田ゆかり 絵 講談社

913/ﾓ

つるばら村シリーズ最新作。

● 『－ロシア民話―魔法の物語』

A.ｱﾌｧﾅｰｼｪﾌ 再話

河葉田たか子 訳

ﾚﾅ･ｽﾎﾞｰﾀ 画 日本エディタースクール出版事業部

983/ｱ

数字でみる図書館
新聞やテレビで話題になった本は、誰でも読んでみたいもの。市民図書館も例外ではなく予
約者が殺到。実際に利用できるまでにかなり時間がかかります。利用者検索端末で予約の欄
をみると、驚くような数字が入っている本もあります。予約カードを出されたとき、窓口で「か
なり待ってもらうようになります」と言われた経験がある人も多いと思います。
そこで、昨年(平成 1５年)に市民図書館でよく予約された本を並べてみました。
現予約数
第 1 位 バカの壁
養老 孟司/著
新潮社
５９回 3５人
第 2 位 グロテスク
桐野 夏生/著
文芸春秋
４２回 １８人
第 2 位 誰か
宮部 みゆき/著 実業之日本社
４２回 ２６人
第 4 位 世界の中心で、愛をさけぶ 片山 恭一/著 小学館 ４０回 ３１人
第 5 位 半落ち
横山 秀夫/著 講談社
３８回 １７人
そのほか、13 歳のハローワーク(村上竜)、蹴りたい背中（綿谷りさ）、クライマーズ・ハイ（横
山秀夫）、かいけつゾロリのようかい大リーグ(原ゆたか)、冬のソナタ（キム ウニ）も上位につ
けていました。なお、予約ベストの情報は、館内の利用者端末、インターネットでも見ることが
できますので、あわせてご利用ください。

図書館からのお願い
＜貴重品の
貴重品の管理に
管理に気をつけて＞
をつけて＞
悲しいことに、他の図書館では図書館内で
置き引き等、盗難による被害が出ています。
市民図書館では、まだそういう事例はありま
せんが、皆さんにお願いです。かばんを置い
たまま席を離れたり、財布をむき出しで置く
など大変危険です。被害が出てからでは遅す
ぎます。図書館でも、館内を見廻るなどして
いますが、みなさんそれぞれが気をつけてく
ださい。

利用案内
開館時間
貸出冊数
休館日

返却ポスト

10：00～18：00
図書
２週間

５冊

視聴覚資料 ２週間 ２点
月曜日（祝日のときは翌日）
毎月月末日（その日が土･日･月
のときはその翌日）
１，正面玄関向かって左
２，図書館裏駐車場右

