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市民図書館も早いもので 8 周年となりました！ 

朝起きたらまず一番にカーテンを開けて、空のごきげんをうかがってみる。晴れていたら、

雲行きを見てお洗濯。着て行く洋服に迷ったり、今日の予定に悩んだら、空に決めてもらいま

しょう。日が暮れたら、空に月を探してみたり。月が満ちていくときは、何かを吸収していく時

期らしい。そう、そんなときは読みかけの本に手を伸ばしてみるのもよいでしょう。また、新月

が近ければ、ものを捨てる潮時とも言います。身の回りの整理や、はたまたダイエットを始め

るのもいいかも！そんなふうに空のリズムに心を合わせていくと、きっといろんなことがうまく

いくかもしれません。 

 さて、昨年 6 月に導入した図書館のホームページ、ご利用になりましたか？利用案内や･催

し物紹介、そして資料検索。さらに、ただ今、インターネットからの予約について準備中です。 

また、秋には「図書館まつり」も計画中。今年は秋に大野町・宮島町との合併を控えた、大き

く変わる年です。幅広い市民に気持ちよく利用していただけるよう、ただいま調整中です。ま

すます便利になっていく図書館、詳しい内容については、市広報や図書館だよりで、逐一紹

介･案内していきます。 

 

今月今月今月今月のののの展示展示展示展示    

一般書 

・・・・ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランドにににに関関関関するするするする本本本本                            ～正面～ 

  廿日市市とニュージーランドのマスタートン市は姉妹提携をしていて、いろんな交流

を行っています。ニュージーランドを身近に感じてみませんか。 

・ 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    －－－－映画音楽映画音楽映画音楽映画音楽ーーーー                                           ～展示コーナー～ 

この曲を聴くと、あの映画を思い出すというように、映画にとって音楽はとても重要

なものです。映画音楽についての本、集めてみました。 

児童書 

・・・・はじめましてはじめましてはじめましてはじめまして                                  ～こどもの本の展示コーナー～ 

  新しいことが始まりそうな予感でいっぱいの春。どんな友達に出会えるかな？新しい

友達たくさんできるかな？いろんな“はじめまして”の本を集めました。 



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。 

 

    『最強の睡眠法』            『自家製がうまい』 

   小学館 498.3/ｻ            手づくり倶楽部 編  池田書店 596/ｼ 

ビジネスマンをはじめとした男性や女性    干物、すり身、ハム、燻製、味噌、そば、

皆の悩みのトップにくるのが「不眠」。体   キムチなど、自家製手作り食品の作り方を 

型、朝方夜型、短時間か長時間睡眠か、な   紹介する。早見欄で材料と道具がひと目で 

どタイプ別に自分の睡眠方がわかる一冊。    わかり、親切なプロセス写真で作り方を確 

上質な睡眠へとあなたを誘う秘密がこの本   認できる。だから、はじめてでもかんたん！

に…。                    

                         『恋するスターダスト』 

『フライアーズ・パードン館の謎』    新井 千裕 著 講談社 F/ｱ 

ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 著 白須 清美 訳    携帯電話の画面は君の窓辺だから、僕はそ

原書房 933/ﾏ              その窓明かりを眺めながら電子のセレナー

女流作家にして富豪の女主人が殺された。  デを歌おう。心が宇宙なら言葉は星、どう 

しかもほんの数分前に、彼女の声が聞こえ   か僕の流れ星で君の宇宙が一瞬きらめきま 

たと。犯人と「水」は一瞬にして消えた…   すように。携帯メールが織り成す、流れ星 

というのか？魅惑的な謎で魅了する英国黄   みたいな恋の物語。 

金期の傑作推理小説。 

 

図書館にある全集紹介 
    そのそのそのその２２２２，，，，個人全集個人全集個人全集個人全集((((日本日本日本日本))))    １１１１ 
            皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは「「「「読読読読みたいみたいみたいみたい本本本本がががが単行本単行本単行本単行本ではではではでは貸出中貸出中貸出中貸出中だけれどだけれどだけれどだけれど全集全集全集全集にはありますにはありますにはありますにはあります」」」」といわれたことといわれたことといわれたことといわれたこと

がありませんかがありませんかがありませんかがありませんか？？？？図書館図書館図書館図書館にはにはにはには、、、、いろんないろんないろんないろんな種類種類種類種類のののの全集全集全集全集をををを揃揃揃揃えていますえていますえていますえています。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、具体的具体的具体的具体的にどにどにどにど

ういうものをういうものをういうものをういうものを所蔵所蔵所蔵所蔵しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、紹介紹介紹介紹介していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

・ 完本池波正太郎大成 １～３０別巻１ 池波正太郎 著  
 講談社  918.6/ｲ 

戦国の忍び。幕末薩摩の剛健。最後の新撰組隊士。記念すべき初期長編「夜の戦

士」から「名寄岩」までを編集しなおしまとめてあります。とても豪華な全集です。

 

・井上靖全集 １～２８  井上靖 著 新潮社 918.6/ｲ 

・井上靖短編集 １～６  井上靖 著 岩波書店 918.6/ｲ 

     多彩な分業を集大成した全集となっています。 

 

・井伏鱒二全集 １～２８ 別巻１・２ 井伏鱒二 著 筑摩書房 918.6/ｲ 

 

  ・今江祥智の本 １～３６ 別巻１ 今江祥智 著 理論社 918.6/ｲ  

     子供の本の世界を広げることに力をつくしてきている作家の作品集。 



『『『『ペネロペペネロペペネロペペネロペ        

ひとりでふくをきるひとりでふくをきるひとりでふくをきるひとりでふくをきる』』』』    
ｱﾝ･ｸﾞｯﾄﾏﾝ/ぶん 
ｹﾞｵﾙｸﾞ･ﾊﾚﾝｽﾚｰﾍﾞﾝ/え 
ひがし かずこ/訳 
岩崎書店 E/ﾊ 

 ペネロペはいたずらしたり遊んだり、毎

日やりたいことがいっぱいの女の子。今日

は、ひとりで服を着て幼稚園に行こうと決

めました。「リサとガスパール」シリーズの

名コンビが贈る絵本。 

 

『『『『さかなのかたちさかなのかたちさかなのかたちさかなのかたち』』』』    
ともなが たろ/え アリス館 487/ﾅ 
なかの ひろみ・まつざわ せいじ/ぶん  

 頭から尾の先まで魚をよく見ると、泳ぎ

上手なマグロタイプ、海底ざぶとん風のア

ンコウタイプなどいろいろな形があり、色

や模様も個性的。ひれの種類やうろこの役

割などもわかりやすく解説されている。楽

しくデフォルメした魚図鑑第２弾。 

 

『『『『すっとびすっとびすっとびすっとび犬犬犬犬のしつけのしつけのしつけのしつけ方方方方』』』』    
ｼﾞｪﾚﾐｰ･ｽﾄﾛﾝｸﾞ/作 岡本 浜江/訳 
矢島 眞澄/絵 文研出版 933/ｽ 

 トレバーはママから、復活祭休暇中に飼

い犬ストリーカの散歩をしたら 30 ポンド

あげると言われ引き受けることにした。と

ころが、ストリーカは光速で走り回る犬で、

おまけに次々事件を起こしてしまう。ユー

モラスで楽しい物語。 

 

 

 

    

『『『『ダンデライオンダンデライオンダンデライオンダンデライオン』』』』    
ﾄﾞﾝ･ﾌﾘｰﾏﾝ/さく 
ｱｰｻｰ･ﾋﾞﾅｰﾄﾞ/やく  
福音館書店 E/ﾌ 

キリンのジェニファーさんからダンデラ

イオンに、パーティーの招待状が届きまし

た。ダンデライオンは、張り切ってモデル

のようなヘアスタイルと最新のファッショ

ンで大変身してでかけましたが…。 

    

『『『『海時計職人海時計職人海時計職人海時計職人ジョンジョンジョンジョン・・・・ハリソンハリソンハリソンハリソン』』』』    
ﾙｲｰｽﾞ･ﾎﾞｰﾃﾞﾝ/文 片岡 しのぶ/訳 
ｴﾘｯｸ･ﾌﾞﾚｸﾞﾊﾞｯﾄﾞ/絵 あすなろ書房
289/ﾊ 

 何百年もの間、海上の経度を測定する方

法がなかったので、船はどこへ行くにも現

在地を知らずに航行していた。18 世紀、ジ

ョン・ハリソンは一生涯をかけて船が揺れ

ても正確な時計を完成させた。世界を大き

く変えた時計職人の物語。 

    

『『『『ハッピーノートハッピーノートハッピーノートハッピーノート』』』』    
草野 たき/作 ともこ ｴｳﾞｧｰｿﾝ/画 
福音館書店 913/ｸ 

小 6 の聡子は家族や友達の前で本当の自

分が出せず、塾の友達霧島君への気持ちも

言えない。夏休み、聡子は霧島君と苦手科

目克服のためにノートを交換し始めた。自

分の気持ちをストレートに言えない少女が

人との関わりの中で成長する姿を描く。 

 

 

 

 

 



● 『あかちゃんの詩 １』  中川ひろたか 詩 山本直孝 絵 偕成社  E/ﾔ 

● 『きみ どこへゆくの？-スウェーデンの子どものうた-』  ｱﾘｽ･ﾃｸﾞﾈｰﾙ 作詞作曲

ｴﾙｻ･ﾍﾞｽｺﾌ 絵 ゆもとかずみ 訳詞 石井登志子 解説 徳間書店 E/ﾍ 

● 『写真で見る世界の人びと』  ﾃﾞｨｰﾅ･ﾌﾘｰﾏﾝ 総監修 ポプラ社 389/ｼ 

● 『ｰ今江祥智ショートファンタジーｰ 白ぶたピイ』  今江祥智 作 和田誠 絵  

                                              理論社 913/ｲ 

● 『モファット博物館』  ｴﾚﾅｰ･ｴｽﾃｨｽ 作 松野正子 訳 岩波書店 933/ｴ 

          「モファットきょうだい物語」最終編。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



数字で見る図書館 
 ２月の下旬約２週間、「特別整理期間」として閉館して,蔵書の点検・調査を行いました。貸

出図書を除く約 16 万冊の資料を点検しました。今回はその結果をお知らせします。 

不明本等不明本等不明本等不明本等のののの状況状況状況状況（（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年２２２２月月月月２８２８２８２８現在現在現在現在））））    

（（（（１１１１））））    蔵書点検蔵書点検蔵書点検蔵書点検によるによるによるによる不明本不明本不明本不明本                                                        １８８７１８８７１８８７１８８７点点点点            

                                    （（（（うちうちうちうち H1H1H1H1４４４４年度年度年度年度からからからから不明不明不明不明３８５３８５３８５３８５、、、、H1H1H1H1５５５５年度年度年度年度からからからから５８５５８５５８５５８５、、、、H1H1H1H1６６６６年度今回年度今回年度今回年度今回９１７９１７９１７９１７））））    

（（（（２２２２））））    汚破損汚破損汚破損汚破損（（（（消耗度消耗度消耗度消耗度のののの激激激激しいしいしいしい資料資料資料資料））））                                        １３５１３５１３５１３５点点点点    

（（（（３３３３））））    長期未返却長期未返却長期未返却長期未返却（（（（貸出貸出貸出貸出からからからから２２２２年以上経過年以上経過年以上経過年以上経過））））                            ６５６５６５６５点点点点    

 不明本とは、データ上は資料が「貸出可」の状態にもかかわらず、実際にはものが存在しな

いというものです。内容としては、文学･実用書が多く、形態としては文庫がかなりを占めて

いました。原因としては、貸出手続きを忘れた資料の持ち出しがあった、ということが考えら

れます。みなさんの家に図書館のバーコードのついた本がありませんか？ 

 新刊本を購入して、蔵書は年々増えてきていますが、不明となる資料も増えてきているの

は悲しいことです。最近では出版サイクルが早くなっていて、出版されて２･３年もすると本を

購入しようとしても絶版・廃刊など手に入らないことも増えてきています。手に入りにくい本

や、年数の経った本も、図書館に行けば手にすることが出来る、そういう機会を大切にしたい

と考えます。みなさん、ご協力ください。 

 

図書館からのお願い 
 ＜住所等の変更の届出について＞ 

 ３･４月は卒業や入学･転勤などで住所を 

変更される方が多い季節です。住所や電話 

番号の変更があれば、図書館窓口へお知ら 

せください。予約の連絡や忘れ物通知など、 

連絡を取るときに困ります。 

 また、県外へ転出する人、市民図書館の 

カードをもう利用しないという方も合わせ 

てお知らせください。利用カードを使用停 

止にします。 

 

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 
 


