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街にはクリスマスソングが流れ、色鮮やかなクリスマスツリーや飾り付けが施してあり、今年

もあと一月だとなんだか気ぜわしい気がします。 

みなさんにとって今年はどんな一年でしたか？これは！という本に出会えましたか？本を

読む、と一口に言ってもいろんな読み方があると思います。例えば、 

① 読書論や読書案内を読む 

② 大作をゆっくりと読む 

③ 社会科学の古典を読む 

④ 青春小説をもう一度読み直す 

⑤ 歴史小説を読む 

⑥ 昔の大河ドラマなどの原作を読む 

⑦ 実用書を読み、日常生活に生かす。 

これはほんの一部です。さらに、ただ読むのではなく、音読するとか、気に入った箇所を書き

写す、自分用の台帳を作る、なんていかがでしょう。難しく考えずに、ただ写真集を眺めてい

たり、雑誌をぱらぱらとめくったり。本との楽しみ方は、人それぞれ、いっぱいです。そして、心

に残る一冊に出会えれば、とても幸せです。 

今月今月今月今月のののの展示展示展示展示    

一般書 

・・・・人権人権人権人権についてについてについてについて                                                                                                            ～正面～    

        12 月 4 日から 10 日までは、人権週間です。この機会に人権について改めて考えてみ

ませんか？ 

・ 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    －－－－ピアノピアノピアノピアノ曲曲曲曲ーーーー           ～展示コーナー～ 

  ピアノ曲というと、どんな思い浮かべますか？ショパン？リスト？いろいろあると思 

います。今回はピアノ曲について書かれた本を並べてみました。 

 

児童書 

・・・・メリークリスマスメリークリスマスメリークリスマスメリークリスマス！！！！                            ～こどもの本の展示コーナー～ 

  クリスマスが近づいてきました。プレゼントを贈ったり、もらったり、今からとって

もワクワクします。楽しいこといっぱい！そんなクリスマスの絵本を用意しました。 



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。 
                                                                                

  『サラリーマン、やめました』    『イルミネーション入門ブック』 

  田沢 拓也 著 小学館 366.2/ﾀ       学研  597/ｲ 

 商店、居酒屋、僧侶、医師、漁師、芸術    自宅をきれいにライトアップするための 

家、不況に負けず、家族の反対を押し切り、  イルミネーション入門書。最近人気急上昇 

人生を我が手に取り戻すために会社をやめ   中のイルミネーションを、基礎から実践ま 

た52人の転機と決断、「その後」を追った    でわかりやすく解説。これ一冊で、今年の 

涙と笑いのドキュメント。          冬は近所で評判のイルミネーションの名所 

                      になります。 

『青と赤の死』                  

ﾚﾍﾞｯｶ･ﾊﾟｳｴﾙ 著 松本 依子 訳       『対岸の彼女』 

早川書房 933/ﾊ                角田 光代 著 文芸春秋 F/ｶ 

市民戦争の傷痕残るマドリード。小さな     30代、既婚、子持ちの「勝ち犬」小夜

殺人事件が人々の人生を狂わせる。交錯す    子と、独身、子なしの「負け犬」葵。立 

るふたつの走査線が浮上させる意外な真相    場が違うということは、時に女同士を決 

とは？エドガー賞（アメリカ探偵作家クラ    烈させる。女の人を区別するのは、女の 

ブ賞）最優秀新人賞受賞作。          人だ。性格も生活環境も全く違う２人の 

女性の友情は成立するのか？ 

 

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３６ 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。。。。前回前回前回前回にひきにひきにひきにひき続続続続いていていていて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。。。。

    

・ イギリス文学案内 町野 二・荒井 良雄 編 朝日出版社 R930.3/ｲ 
イギリスの主要作家を見開きで解説。作家解説の章では、左ページにはその生涯を、

右ページには主要作品の一覧を収録してあります・その他、文学史年表も掲載されて

いています。 

 

・ 英米小説原題邦題事典  日外アソシエーツ株式会社 編   

日外アソシエーツ R930.3/ｴ 
 戦後国内で翻訳刊行された、英米小説および戯曲作品の原題、翻訳書の邦題、翻訳

者、出版社を作家名から調査できる事典です。26,602点を収録。映画タイトルも記載

されています。邦題索引付きで、読むだけでもおもしろい事典です。 

 

・ 研究社英米文学辞典 斎藤 勇 ほか編 研究出版社  R930.3/ｹ 
       英米両国の文学を中心として、欧米一般文化に関する事項を説明してある辞典で

す。日常の読書の際に疑問に思う事柄などを即座に調べられるようになっています。



「「「「オーオーオーオーじいさんとじいさんとじいさんとじいさんと    

チーチーチーチーばあさんのばあさんのばあさんのばあさんの    

春春春春・・・・夏夏夏夏・・・・秋秋秋秋・・・・冬冬冬冬』』』』    
松居 ｽｰｻﾞﾝ/さく 
杉田 比呂美/え 
ひさかたチャイルド E/ｽ 

 チーばあさんは、家の中にいたクモやネ

ズミを外に追い出しました。ところが、あ

る吹雪の夜、外に出した生き物たちが心配

になって…。森のはずれの小さな家に住む

オーじいさんとチーばあさんの楽しい話を

６話掲載。 

 

『『『『にせにせにせにせニセニセニセニセことわざずかんことわざずかんことわざずかんことわざずかん』』』』    
荒井 良二/作 のら書店 388/ｱ 

 「猫に小判」は「猫にごはん」、「豚に真

珠」は「豚にしんぶん」など似せて作った

ことわざをユーモラスな絵をつけて紹介。

見て、読んで、笑って、親子で楽しむ愉快

でへんてこなことわざ絵本。 

 

『『『『せんべいざむらいせんべいざむらいせんべいざむらいせんべいざむらい』』』』    
今江 祥智/作 宇野 亜喜良/絵 
佼成出版社 913/ｲ 

 少年はせんべいを焼くじいちゃんの見事

な姿に魅せられた。ひょいひょいとまるで

チョウチョでも裏返すように見える手つき

に。そしてずっと昔、小さなおさむらいも

その面白さに魅了されて…。 

 

 

 

  

 

『『『『くいしんぼうさぎくいしんぼうさぎくいしんぼうさぎくいしんぼうさぎ」」」」    
せな けいこ/作・絵 

 ポプラ社 E/ｾ 

くいしんぼうさぎは、ご馳走のある所な

らどこへでも行ってみんな食べてしまいま

す。かばさんよりもぞうさんよりもたくさ

ん食べて大きく太ってしまったうさぎは…

ユーモア溢れる貼り絵がかわいい絵本です

    

『『『『心心心心をきたえるをきたえるをきたえるをきたえる痛快痛快痛快痛快！！！！    

言言言言いわけいわけいわけいわけ禁止塾禁止塾禁止塾禁止塾』』』』    
齋藤 孝/著 ＰＨＰ研究所 159/ｻ 

 言いわけを繰り返すうちに、言いわけ人

間に育ち、言いわけをしないで前向きな心

構えで準備すると心が強くなる。日本語ブ

ームの火付け人の著者が、小学生に向けて

心の才能をアップさせる方法を説く。 

    

『『『『夜明夜明夜明夜明けのけのけのけの風風風風』』』』    
ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ･ｻﾄｸﾘﾌ/作 灰島 かり/訳 
ほるぷ出版 933/ｻ 

サクソン族からブリテンを守るための最

後の戦いで、14 歳の少年オウェインはたっ

たひとり生き残った。北へ逃げる途中、彼

は飢えた少女に出会い、その子を助けるた

めに自分の自由を売ってしまった。 

 

 

 

 

 



● 『旅の絵本Ⅵ』  安野光雅 著  福音館書店  E/ｱ 

       旅の絵本第 6 弾、デンマーク編＜アンデルセンの世界＞ 

● 『妖怪アパートの幽雅な日常③』  香月日輪 著  講談社  913/ｺ 

● 『タイム・バード ファンタジーの宝石箱 vol．３』  全日出版  913/ﾌ 

阿川佐和子・森絵都ほか全 47 作家を収録。  

● 『ねずみの騎士デスペローの物語』  ｹｲﾄ･ﾃﾞｨｶﾐﾛ 作 ﾃｨﾓｼｰ･ﾊﾞｼﾞﾙ･ｴﾘﾝｸﾞ 絵 

子安亜弥 訳  ポプラ社  933/ﾃ 

       ２００４年ニューベリー賞受賞作。 

● 『お天気おねえさんのお仕事 -気象予報士になる方法教えます-』 

                                 真壁京子 著  ＰＨＰ研究所 451/ﾏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図書館からのお知らせ 
    廿日市市内で読書推進活動をされている方々が、第 33 回広島県読書推進運動協

議会賞を受賞されました。広島県読書推進運動協議会賞とは、県内において、読書

推進運動に貢献し、讃えられるべき活動成果をあげながら広く一般に周知されるこ

とのなかった個人又は読書関係団体に対して、各種表彰状を贈呈し、その功績を讃

え、今後の活動を奨励する、というものです。受賞団体は次のとおりです。 

● 第 33 回広島県読書推進運動協議会賞 広島県議会議長賞 

    受賞者  絵本講座絵本講座絵本講座絵本講座    ガラガラドンガラガラドンガラガラドンガラガラドン 

    活動内容  阿品台西小学校にて、朝の読書タイムや昼休憩時に来校し、子

どもたちへ本の読み聞かせを行っている。PTA の読書ボランティア

の立ち上げにも協力。西小まつりでは大型紙芝居や読み聞かせ。 

● 第 33 回広島県読書推進運動協議会賞 奨励賞 

    受賞者   土井土井土井土井    安夫安夫安夫安夫 

    活動内容  浅原小学校にて、花の手入れや子どもたちへのあいさつの声か

けを通して子どもの成長を支えている。平成 13 年度から毎年

100 冊以上の本を浅原小学校へ寄贈。「あさはら文庫」として学

校の図書室にコーナーを設け現在約 700 冊所蔵。 

   

図書館からのお願い 
 ＜＜＜＜年末年始年末年始年末年始年末年始のののの返却返却返却返却ポストポストポストポストのののの利用利用利用利用についてについてについてについて＞＞＞＞    

 市民図書館のお休みは、 

１２１２１２１２月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～１１１１月月月月４４４４日日日日（（（（火火火火））））    

です。この間、返却ポストの利用はできますが、みな 

さんにお願いです。返却ポストには容量に限りがあり 

ます。できるだけ、図書館が開館してから窓口へお持 

ちください。本の傷みを防ぐことにもなりますので、 

ご協力ください。 

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 
 


