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庭に菊が咲きはじめ、秋の深まりを感じるようになりました。今年は度重なる台風に、各地

で被害も多く出てしまいました。さらに、新潟県では大きな地震災害もあり被害にあわれた

方にはお見舞い申し上げます。私たちも、どういう災害に見舞われるかわからないので、日

頃から防災意識を高めたいと改めて思いました。 

さて、朝晩がめっきり涼しくなり、秋の夜長を読書で、という人も増えてきたのではないでし

ょうか？静かにお話の世界に入っていく、そういう時間を少しでも多く持ちたいものです。皆

さんは本を選ぶとき、何を基に選んでいますか？好きな作家だから、話題作だから、友人に

すすめられたから、店頭に並んでいて目に付いたから、いろんな選び方があると思います。そ

こで、今月は本について取り上げてある本を集めて展示します。さまざまな人の本の紹介、

新しい本に出合えるチャンスです。 

「落ち葉をしおりに、読書の秋」を満喫してほしいと思います。 

    

今月今月今月今月のののの展示展示展示展示    

一般書 

・・・・読書読書読書読書のののの秋秋秋秋                                                                                                                ～正面～    

        書評を集めた本、著名人の本の紹介、おススメの本、本を読むことが好きな人が書い

た本等を集めてみました。 

・ さくらぴあさくらぴあさくらぴあさくらぴあ物語物語物語物語のののの本本本本    －－－－ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン、、、、映画映画映画映画ーーーー           ～展示コーナー～ 

  映画の中で流れる音楽はとても印象的です。今回はヴァイオリンについて書かれた本、 

映画について書かれた本を並べてみました。 

 

児童書 

・・・・昔話昔話昔話昔話のののの絵本絵本絵本絵本                                            ～こどもの本の展示コーナー～ 

  「むかし、むかし…」と語り継がれてきた昔話。その中には知恵や教訓、祈りなどが

込められています。日本を始め世界各地の昔話の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。 
                                                                                

       『祈り』             『旨い江戸そば』 

  新潟日報社・特別取材班 著         鵜飼 良平 著 雄鶏社  596.3/ｳ 

  講談社 391.6/ﾆ              「上野藪そば」主人、鵜飼良平が伝授 

待っている…命ある限り。拉致問題の取    する本格の手打ちそば。語るほどに募る 

材を集大成したドキュメント。新潟日報等    そばへの興味、打つほどに高まるそば作 

連載「拉致･北朝鮮」を単行本化したもの。    りの楽しさ。そばにまつわる歴史的背景、

2004年度日本新聞協会賞受賞作。       文化史なども包括してまとめてあります。

 

『砂漠の船』                 『赤い霧』 
篠田 節子 著 双葉社 Ｆ/ｼ      ﾎﾟｰﾙ･ｱﾙﾃ 著 平岡 敦 訳 

勝手なことをしあって、家族も地域も、      早川書房 953.7/ｱ 

解体していく。砂粒のような個人が、それ     霧の都を震撼させた連続娼婦殺人事件 

ぞれの苦しみや悲しみを抱えて、死に向か    の真相とは？密室殺人を解明する本格ミ 

って歩いていくー。静かに崩壊していくも    ステリとなっている前半、一転して、 

のへのレクイエム。              「切り裂きジャック」ものになる後半、 

                       二重構造が見事に融合された、冒険小説 

                       大賞受賞作。 

調べるための本 
    そのそのそのその６６６６，，，，物物物物とととと事事事事がらをがらをがらをがらを調調調調べるべるべるべる本本本本    ３３３３    専門事典３５ 英米文学 
            専門事典専門事典専門事典専門事典にはにはにはには、、、、特定特定特定特定のののの分野分野分野分野のののの知識知識知識知識をををを百科事典百科事典百科事典百科事典のようにのようにのようにのように編集編集編集編集したものとしたものとしたものとしたものと、、、、専門用語専門用語専門用語専門用語にににに簡潔簡潔簡潔簡潔

なななな解説解説解説解説をしているをしているをしているをしている専門用語集専門用語集専門用語集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。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、市民図書館市民図書館市民図書館市民図書館にあるにあるにあるにある専門専門専門専門

事典事典事典事典をををを分野分野分野分野ごとにごとにごとにごとに紹介紹介紹介紹介してみますしてみますしてみますしてみます。。。。今回今回今回今回はははは英米文学英米文学英米文学英米文学についてのについてのについてのについての本本本本をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

・ オックスフォード世界英語文学大事典  
ｼﾞｪﾆｰ ｽﾄﾘﾝｶﾞｰ 編 ＤＨＣ  R930.2/ｵ 

全項目約3200のうち世界２５カ国以上から2400余名の作家を最新の情報とともに

網羅的に紹介。1900年以降の100年間に出版された文学作品で、英語で書かれたもの

であれば作者の出身地･国籍を問わず広く取り上げられているのが特色です。 

 

・ 黒人作家事典  木内 徹 編  鷹書房弓プレス R910.2/ｷ 

 18世紀から20世紀に至る米国黒人文学者400人の伝記的事実、作品リストを挙げて

解説をしてある事典です。社会的事件と照らし合わせた黒人文学年表、作家名の原綴

索引、作品名索引などの付録が充実していて使いやすくなっています。 

 

・ サロン・ドット・コム現代英語作家ガイド  
ﾛｰﾗ･ﾐﾗｰ/ｱﾀﾞﾑ･ﾍﾞｸﾞﾘｰ 編 研究社  R910.2/ｻ 

       重要な現代作家を完全収録。アメリカの人気サイト「ｻﾛﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ」掲載の作家紹

介をまとめたものです。 



「「「「スモールスモールスモールスモールさんはさんはさんはさんは    

おとうさんおとうさんおとうさんおとうさん』』』』    
ﾛｲｽ･ﾚﾝｽｷｰ/ぶん・え 
わたなべ しげお/やく 
童話館出版 E/ﾚ 

 丘の上の大きな家に、スモールさんは奥

さんと三人の子どもと住んでいます。スモ

ールさん一家の一週間の暮らしがていねい

に温かく描かれています。二色刷の福音館

書店の本をフルカラーにして再刊。 

 

『『『『はだかのはだかのはだかのはだかの王王王王さまさまさまさま』』』』    
ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ/作 
乾 侑美子/訳 
ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ･ﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾝ/絵 
岩波書店 E/ﾊ 

 昔、新しい服が何よりも好きな王様がい

ました。ある日、二人の男が来て、自分た

ちが織ったまほうの布で作った服は、おろ

か者には決して見えないと言うのです。有

名な話にバートンが絵を描きました。 

 

『『『『ソフィーソフィーソフィーソフィーととととカタツムリカタツムリカタツムリカタツムリ』』』』    
ﾃﾞｨｯｸ･ｷﾝｸﾞ･ｽﾐｽ/作 石随 じゅん/訳 
ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｷﾝｽﾞ/絵 評論社 933/ｷ 

 4 歳のソフィーは生き物が大好きな女の

子。大きくなったら＜女牧場マン＞になり

たいと思っている。両親とふたごのお兄ち

ゃんの五人家族の中で、好奇心いっぱいの

ソフィーの日常が、ユーモラスに描かれた

物語。 

 

 

  

 

『『『『どんぐりとどんぐりとどんぐりとどんぐりと    

あそぼうあそぼうあそぼうあそぼう！」！」！」！」    
鈴木 みゆき/監修 

 ポプラ社 E/ﾄ 

秋の遊びはこの本におまかせ！野山への

お出かけや生活ルールまで、秋を楽しむ方

法を写真やイラストで紹介しています。あ

る時は事典、ある時は遊び友達として利用

できます。 

    

『『『『空空空空はきんいろはきんいろはきんいろはきんいろ    －－－－ﾌレンズﾌレンズﾌレンズﾌレンズ－－－－』』』』    
大島 真寿美/さく 細川 貂々 え 
偕成社 913/ｵ 

 アリサのクラスメイトのニシダくんは、

よくわからない人だったから気になって仕

方がなかった。ひょんなことから友だちに

なったふたりは…。かわりもの同志の友情

の物語。 

    

『『『『アナアナアナアナ＝＝＝＝ラウララウララウララウラののののタンゴタンゴタンゴタンゴ    

    －－－－パパパパパパパパのののの謎謎謎謎をををを追追追追ってってってって－－－－』』』』    
ﾖｱﾋﾑ･ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ/作 平野 卿子 訳 
ポプラ社 943/ﾌ 

アナ＝ラウラは、バスの中から死んだは

ずの父親とうりふたつの人物を見かけた。

その日から、彼女は父親を探し出そうと…。

ドイツの重い過去を背景に、アルゼンチン

タンゴの調べにのって、ミステリータッチ

の物語が展開する。 

 

 

 

 

 



● 『世界の女性名言事典―未来を切りひらく希望のことばー』  

ＰＨＰ研究所 編  ＰＨＰ研究所  280/セ 

● 『イラクに生きるーアイ・ラブ・イラクー』  佐藤好美 写真･文  国土社   302/ｻ 

● 『子どもだけの町』  ﾍﾝﾘｰ･ｳｨﾝﾀｰﾌｪﾙﾄ 作 大塚勇三 訳 ｳｨﾘｱﾑ･ﾊｯﾁﾝｿﾝ 画 

                                        フェリシモ出版  943/ｳ 

学研 １９６９年の再刊。 

● 『夜のパパ』  ﾏﾘｱ･ｸﾞﾘｰﾍﾟ 著 大久保貞子 訳 ブッキング  949/ｸ 

       長い間絶版になっていたものが復刊。 

● 『子どもに読んでほしい 84 冊』  東京新聞編集局 編  東京新聞出版局 019.5/ｺ 

       児童研究書コーナーにあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



数字でみる図書館 
    先月 3 日（日）に、廿日市市のリサイクルフェスタが行われたのはご存知ですか？毎

年恒例となりましたが、その会場に図書館から「本のリサイクル市」として出店してい

ました。朝早くから大勢の方が来てくださいました。 

出店の結果～準備したもののうち約 8 割の本は再利用できました。 

  単行本  １，１９３冊     文庫本  305 冊 

  雑誌    ２，８９６冊     児童書   17 冊    合計 4,411 冊 

リサイクル市で皆さんに提供した本は、皆さんから寄贈をいただいたけれど図書館

に受け入れられなかった本、古くなってしまったもの、保存期限が切れて廃棄した雑誌

などです。多くの方に再利用していただけて、とても喜んでいます。 

なお、図書館では本の寄贈を随時受け付けています。ただし、その本の受入につい

て、その後の扱いを図書館に任せていただけるという条件付きです。ご自宅に眠って

いる本などあれば、お持ちください。 

 

図書館からのご案内 
 ＜＜＜＜利用利用利用利用カードカードカードカードをををを持持持持ってきてくださいってきてくださいってきてくださいってきてください＞＞＞＞    

 本を借りるとき、「カードを忘れたのですが」と 

言う人が増えています。市民図書館では、カード 

が無くても、お名前と電話番号でカードを検索す 

ることはできます。しかし、これには少し時間が 

かかります。 

特に、土日は貸出の列ができることもあり、皆 

さんを余計お待たせすることとなります。皆さん 

に気持ちよく利用していただくためにも利用カー 

ドをお持ちください。 

 なお、カードを紛失してしまった場合は、カウ 

ンターへお申し出ください。再発行の手続きを取 

ります。ただ、もう一度良く探してみてください。 

思わぬところから出てくるものです。 

利用案内 
開館時間   10：00～18：00 

貸出冊数   図書    ２週間  ５冊 

         視聴覚資料 ２週間  ２点 

休館日     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） 

返却ポスト  １，正面玄関向かって左 

   ２，図書館裏駐車場右 
 


