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『人形劇』がやってくる！ 
毎年恒例となっている人形劇、今年は図書館まつりにやってきます！往復はがきで

お申込みください。応募者多数の場合は抽選の上、結果をお知らせします。 

と き    10101010 月月月月 22222222 日日日日（（（（土土土土））））10:30～12:00 

ところ    はつかいち文化ホールさくらぴあ 小ホール 

内 容    ①人形劇「もりのふゆじたく」②パネルシアター「キャベツくん」 

        ③腹話術「三びきのこぶた」④ブラックライト「へびダンス」 

        ⑤人形劇「ジャックと豆の木」 

出 演    どんぐり座、おはなしスタジオ、とこちゃん一座 

申込み方法 往復はがきに「人形劇」希望と書いて①名前（申込者全員のフルネー 

        ム。ただし 5 名以内） ②住所 ③電話番号 ④返信面に住所氏名 

        を記入し図書館に郵送してください。 

        締め切り 平成 17 年 9 月 21 日（水）必着 

        ※2 歳未満の子どもは、膝の上に抱く場合申込み不要です。 

今月今月今月今月のののの展示展示展示展示    
一般書一般書一般書一般書    

・・・・防災防災防災防災のためにのためにのためにのために                                                                                                                    正面 

        災害は忘れた頃にやってくるといいます。火災、地震、台風、豪雨…いざという時の

ために日頃から防災を心がけておくことは、自分と自分につながる大切なものを守るこ

と。防災に関する本を展示します。 

・・・・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                                                                                            展示コーナー    

最近さまざまな分野で見かける、シニア読者層に向けて書かれた本を紹介します。 

児童書児童書児童書児童書    

・・・・家族家族家族家族っていいなっていいなっていいなっていいな                    子どもの本の展示コーナー 

喜んだり悲しんだり、一緒に泣いたり笑ったり……どんな時にも側にいて支えてくれ

る家族っていいですよね。今月は、大切な家族をテーマに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。 

 

『下ごしらえ便利事典  

―食材の知識と仕込みの基本―』 

成瀬 宇平/著 柴田書店 596/ﾅ 
料理の基本中の基本、下ごしらえ。

しかし、意外に知らないことが多いは

ず。様々な食材を50音順に並べ、それ

ぞれに必要な全ての下ごしらえを列記。

食べ方、成分の特性、保存におけるヒ

ントも記載する。 

 

『あの世の妻へのラブレター』 
永 六輔/著 中央公論新社 91６/ｴ 
最愛の妻をがんで喪くして3年。夫

の心に去来する想いとは…。故・永昌

子の思い出とともに、終末医療や在宅

介護をめぐるエッセイや対談、座談会

を収録。 

 
 

 

 

『峠越え』 

山本 一力/著  PHP研究所  Ｆ/ﾔ 
  仕事で不始末をして旅に出た新三郎

と旅先で出会った女おりゅう。二人が新し

い人生をはじめるために考え、勝負を

かけた「江島神社裸弁天出開帳」の首

尾やいかに…。魅かれあう男と女の器

量と才覚が光る時代小説。 

 

『小さな白い車』 

ﾀﾞﾝ・ﾛｰｽﾞ/著  金原 瑞人/訳 

中央公論新社  933.7/ｸ 
97年パリ。ワインとマリファナで頭

の中はぐるぐる。車をみると接触事故

の跡。そしてテレビをつけたらダイア

ナ妃の写真。マジ? あたし、プリンセ

スを殺しちゃった。全世界を敵にまわ

したヴェロニクの証拠隠滅作戦スター

ト!  

 

図書館にある全集紹介 
    個人全集個人全集個人全集個人全集((((日本日本日本日本))))    ５５５５    
        みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは「「「「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」」」」といわれたこといわれたこといわれたこといわれたこ

とがありませんかとがありませんかとがありませんかとがありませんか？？？？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ににに

どういうものをどういうものをどういうものをど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。。。。    

    

・陳舜臣全集１～２７ 陳 舜臣/著 講談社 918.6/ﾁ  

   中国の歴史をテーマに壮大な物語を綴ってきた著者の全集です。『小説十八史略』『秘

本 三国志』などの歴史小説を始めとし、随筆、旅行記・歴史書が収められています。 

 

・永井路子歴史小説全集１～１７ 永井 路子/著 中央公論社 918.6/ﾅ 

   歴史上の女性に視点をあてた作品も多く、エッセイなどでも人気を集める永井路子さ

んの歴史小説の世界。長編小説と関連の短編小説が年代順に収められています。『氷輪』

『美貌の女帝』『炎環』など収録。 

    

 



『『『『わたしのかわいいめんどりわたしのかわいいめんどりわたしのかわいいめんどりわたしのかわいいめんどり』』』』    

ｱﾘｽ･ﾌﾟﾛﾍﾞﾝｾﾝ ﾏｰﾁﾝ･ﾌﾟﾛﾍﾞﾝｾﾝ/さく

きしだ えりこ/やく ほるぷ出版 E/ﾌ 

パーカーさんは、犬と猫とめんどりのエ

ッタを飼っていて、娘のエミリーはエッタ

が大好きです。そのエッタがひよこのネデ

ィを産んだところ……。動物が表情豊かに

生き生きと描かれたアルバム風絵本。 

 

『『『『戦争戦争戦争戦争がががが終終終終わってもわってもわってもわっても    

----ぼくのぼくのぼくのぼくの出会出会出会出会ったったったったリベリアリベリアリベリアリベリアのののの子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち----』』』』    

高橋 邦典/写真･文 ポプラ社 302/ﾀ 

 2003 年リベリア共和国で内戦が終わっ

た。14 年間続いた内戦で、多くの子どもた

ちが体や心に深い傷を負った。腕を失った

子、みなしごになった子、前線で戦った元

少年兵たち、内戦中と戦後の彼らの姿を取

材した記録。 

 

『『『『みなみちゃんみなみちゃんみなみちゃんみなみちゃん    

・・・・ここここみみみみなみちゃんなみちゃんなみちゃんなみちゃん』』』』    
石井 睦美/作 吉田 奈美/絵 

ポプラ社 913/ｲ 

お母さんは生まれたばかりの弟にかかり

きりで、みなみちゃんはおえかきばかりし

ています。新しいスケッチブックに自分の

絵を描くと、不思議なことが……。お姉ち

ゃんになった女の子の心を描いた物語。    

『『『『えほんねぶたえほんねぶたえほんねぶたえほんねぶた』』』』    

あべ 弘士/作･絵 講談社 E/ｱ    

 青森県津軽地方のねぶた祭りのねぶた絵

にあべさんが挑戦。白い大きな紙に墨で描

き、ロウ引き、色塗りなどの製作過程を写

真で紹介しています。色鮮やかでダイナミ

ックなねぶた絵が祭りの夜にねり歩きます

 

『『『『こどものためのこどものためのこどものためのこどものための    

｢｢｢｢はがきはがきはがきはがき絵絵絵絵｣｣｣｣入門入門入門入門』』』』    
柴田 信子/著 誠文堂新光社 724/ｼ 

日頃会えないおじいさんやおばあさん、

お友だちに手紙をかいてみませんか？色エ

ンピツや墨で、はり絵でと、子どものため

の画材やテーマを選び、「はがき絵」の描き

方を丁寧に解説しています。 

    

『『『『シークレッツシークレッツシークレッツシークレッツ』』』』    

ｼﾞｬｸﾘｰﾝ･ｳｨﾙｿﾝ/作 小竹 由美子/訳

ﾆｯｸ･ｼｬﾗｯﾄ/絵 偕成社 933/ｳ 

義父に暴力をふるわれ、母のもとを逃げ

出したトレジャー。両親との距離を感じて

いるお嬢様育ちのインディア。二人はふと

したことで知り合い、友達になったが……。

母親との関係に悩む女の子を描いた物語。 

 

 

● 『木』  木島 始/文  佐藤 忠良/画  福音館書店  E/ｻ 

● 『三びきのごきげんなライオン』  ﾙｲｰｽﾞ･ﾌｧﾃｨｵ/ぶん ﾛｼﾞｬｰ・ﾃﾞｭﾎﾞｱｻﾞﾝ/え 

はるみ こうへい/やく 童話館出版  E/ﾃ 

● 『学校で教えない性教育の本』  河野 美香/著  筑摩書房  367/ｶ 

● 『およげなかったカバ「モモ」 -ドキュメント地球のなかまたち-』  伊藤 雅男/写真・文

長崎バイオパーク/協力 新日本出版社  489/ｲ 

● 『中学生からの職人塾 -職人になりたい人のための職種ガイド-』  伊藤 建男/著 

  武山 まき/絵 リヨン社  750/ｲ 

● 『おはなしのろうそく ２４』 『おはなしのろうそく ２５』 東京子ども図書館/編

東京子ども図書館 376.1/ｵ 

 
 



図書館からのお知らせ 
市民図書館では、子どもたちに本を手渡していきたいという願いから、

毎年「子どもと本の講座」を企画しています。今年は次の内容で開催します。

１．おはなしボランティア養成講座 

 対 象   図書館・学校・公民館などで読み聞かせをしている人、これ 

       から始めたい人  ※４回すべてに参加できる人。   

 定 員   ３０名（実際に実践してもらうため）   

 申込み方法 往復はがきに「子どもと本の講座」希望と書いて①住所 

       ②名前 ③電話番号 ④活動している人は活動場所 

       ⑤返信面に住所と名前を記入の上、   

         〒738-0023 廿日市市 下平良 1-11-1 

         はつかいち市民図書館 宛て 

       に郵送してください。はがき 1 枚につき 1 人でお願いします。

        締め切り 平成 17 年９月 15 日（木）必着 

第１回 10/5（水）おはなし会ってどんなことをするの？  市役所 7 階会議室

第 2 回 10/13（木)どんな絵本を選んだらいいの？     さくらぴあ会議室

第 3 回 11/9（水）絵本を読んでみよう 1(実践)     さくらぴあﾘﾊｰｻﾙ室 

第 4 回 11/17（木）絵本を読んでみよう 2(実践)      市役所 7 階会議室

 ※時間はいずれも 

10:00～12:00 です。        

２．新刊紹介～絵本を中心に～ 

 と き  12 月 7 日（水） 

10:00～12:00 

 ところ  市役所 7 階会議室    

 講 師  図書館職員  

※申込み不要です。 

 

 

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 
 

 

 


