
    

    

    

    

    

＜＜＜＜図書館図書館図書館図書館クイズクイズクイズクイズ＞＞＞＞    

このこのこのこの２２２２つのつのつのつの数字数字数字数字はははは何何何何をををを表表表表したしたしたした数字数字数字数字でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？    

答答答答えはえはえはえは、、、、２２２２ページページページページにありますにありますにありますにあります。。。。    

    

    

    

 
 

今月の展示     

＜＜＜＜さくらぴあさくらぴあさくらぴあさくらぴあ展示展示展示展示＞『＞『＞『＞『音楽家音楽家音楽家音楽家』』』』    

７月３日（土）にさくらぴあで開催される「生涯現役ピアニスト室井摩耶子トークコンサート」

にちなんで、著名な音楽家を紹介した本を展示します。 

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞＞＞＞『『『『話話話話そうそうそうそう、、、、働働働働こうこうこうこう、、、、育育育育てようてようてようてよう。。。。いっしょにいっしょにいっしょにいっしょに。。。。』』』』    

６月２３日から２９日までの１週間は、「男女共同参画週間」です。「話そう、働こう、育

てよう。いっしょに。」は、この週間の趣旨を伝えるキャッチフレーズです。男性も女性も

意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会をめざしてみませんか？ 

＜＜＜＜児児児児    童童童童    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『雨雨雨雨がががが降降降降ったらったらったらったら』』』』    

雨の多い季節がやって来ました。ザーザー、パラパラ・・・雨の音を聞くとみんなはどん

な気分になりますか？外で遊べないから憂うつになる人もいるでしょう。今月はそんな人

も楽しくなるような雨の本を集めてみました。 

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『かえるかえるかえるかえる    カエルカエルカエルカエル    蛙蛙蛙蛙』』』』    

６月６日は、かえるの日です。かえるが登場する本を集めて展示します。 

 

 
NONONONO．．．．１４１４１４１４７７７７        ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年            ６６６６月号月号月号月号                                                        はつかいちはつかいちはつかいちはつかいち市民図書館市民図書館市民図書館市民図書館 

(2010(2010(2010(2010 年年年年６６６６月月月月１１１１日発行日発行日発行日発行))))                                                                        電話電話電話電話（（（（0829082908290829））））20202020----0333033303330333 
廿日市市下平良廿日市市下平良廿日市市下平良廿日市市下平良 1111----11111111----1111 

ホームページ http://www.hiroshima-hatsukaichi-lib.jp/ 

  

 



 

ヤングアダルト新着情報          図書館クイズの答え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 今 月 の 新 着 （一般書） 〉 

図書館図書館図書館図書館にはにはにはには１１１１ヶヶヶヶ月月月月にににに約約約約６００６００６００６００冊冊冊冊のののの新刊新刊新刊新刊がががが入入入入りますりますりますります。。。。そのそのそのその一部一部一部一部をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

『『『『日本日本日本日本のののの伝統伝統伝統伝統とはとはとはとは何何何何かかかか』』』』  梅原猛/著 ミネルヴァ書房 121.0/ウ 

『『『『言言言言いいいい残残残残しておくことしておくことしておくことしておくこと』』』』  鶴見俊輔/著 作品社 289.1/ツ 

『『『『「「「「感情感情感情感情」」」」のののの地政学地政学地政学地政学』』』』  ドミニク･モイジ/著 桜井祐子/訳 早川書房 319/モ 

『『『『日本破綻日本破綻日本破綻日本破綻』』』』  藤巻健史/著 講談社 332.1/フ 

『『『『育脳家族育脳家族育脳家族育脳家族』』』』  久保田競/著 ＮＴＴ出版 599/ク 

『『『『猫猫猫猫のののの恋恋恋恋』』』』  岩合光昭/写真・文 毎日新聞社 645.6/イ 

『『『『西洋絵画西洋絵画西洋絵画西洋絵画のひみつのひみつのひみつのひみつ』』』』  藤原えりみ/著 朝日新聞社 723/フ 

『『『『リングリングリングリング』』』』  百田尚樹/著 ＰＨＰ研究所 788.3/ヒ 

『『『『ひとりのひとりのひとりのひとりの午後午後午後午後にににに』』』』  上野千鶴子/著 日本放送出版協会 914.6/ウ 

『『『『異邦異邦異邦異邦のののの香香香香りりりり』』』』  野崎歓/著 講談社 955/ネ 

『『『『老老老老いらくのいらくのいらくのいらくの恋恋恋恋』』』』  佐藤雅美/著  文芸春秋 Ｆ/サ 

『『『『「「「「悪悪悪悪」」」」とととと戦戦戦戦うううう』』』』  高橋源一郎/著 河出書房新社 Ｆ/タ 

『『『『終点終点終点終点のあののあののあののあの子子子子』』』』  柚木麻子/著 文芸春秋 Ｆ/ユ 

『『『『旅旅旅旅にににに出出出出ようようようよう』』』』    

～～～～世界世界世界世界にはいろんなにはいろんなにはいろんなにはいろんな生生生生きききき方方方方があふれているがあふれているがあふれているがあふれている～～～～    

近藤雄生／著  岩波書店 ２９０／コ 

著者は、２００３年より妻とともに、オー

ストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア

と、各地で旅と定住を繰り返してきました。

東南アジア編の「勉強できることの幸せ～ビ

ルマからタイへ来た若い難民たち～」では、

独自の方法で難民支援を続ける日本人とカ

レン人の夫婦の活動が紹介されています。実

際に難民や支援者と語り合ったことで、相手

がその内側をそっと開いて見せてくれたと

著者は感じとったそうです。そうして人は、

相手への関心を強め理解を深めていくので

はないかとも著者は述べています。生き方は

無数にあることを教えてくれる１冊です。 

    

    

『『『『高校生高校生高校生高校生からのからのからのからのゲームゲームゲームゲーム理論理論理論理論』』』』    

松井彰彦／著 筑摩書房 ３３１／マ    

私たちは家族・友だち・恋人など、さまざ

まな人間関係を築いて生きています。そんな

社会の一員として、相手の立場や気持ちを考

え、人間関係を円滑にするためにはどうした

らいいのか日々悩みながら生活している人

も多いのではないでしょうか? 

「ゲーム理論」とは、著者が研究している、

人と人とのつながりを分析する学問です。サ

ッカー・三国志・恋愛などさまざまなテーマ

からゲーム理論の本質に迫る入門書となっ

ています。 

 

①①①①「「「「222233330000,,,,210210210210」」」」はははは、、、、    

平成平成平成平成21212121年度年度年度年度末末末末のののの、、、、はつかいちはつかいちはつかいちはつかいち市市市市    

民図書館民図書館民図書館民図書館のののの蔵書数蔵書数蔵書数蔵書数ですですですです。。。。    

（（（（図書図書図書図書、、、、雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料視聴覚資料をあわをあわをあわをあわせたせたせたせた数数数数））））    

    

②②②②「「「「648,926648,926648,926648,926」」」」はははは、、、、    

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度にににに、、、、はつかいちはつかいちはつかいちはつかいち市民市民市民市民    

図書館図書館図書館図書館でででで貸出貸出貸出貸出したしたしたした資料資料資料資料のののの点点点点数数数数でででで

すすすす。。。。    

    

平成平成平成平成21212121年度年度年度年度はははは、、、、290290290290日日日日開館開館開館開館しましましましま

したしたしたした。。。。    

一日平均一日平均一日平均一日平均    2,2372,2372,2372,237冊冊冊冊のののの貸出貸出貸出貸出しししし

があったことになりますがあったことになりますがあったことになりますがあったことになります。。。。    

    

平成平成平成平成20202020年度年度年度年度（（（（645,303645,303645,303645,303冊冊冊冊））））にににに比比比比

べべべべ、、、、約約約約3,6003,6003,6003,600冊冊冊冊貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数がががが増加増加増加増加

ししししましたましたましたました。。。。    

    

      

 

 



                        ここここ    どどどど    もももも    のののの    ほほほほ    んんんん    

    

『『『『かさをかさをかさをかさをかかかかしてあげたあひるさんしてあげたあひるさんしてあげたあひるさんしてあげたあひるさん』』』』    

村山籌子作  山口マオ絵 福音館書店 913/ﾑ 

ある雨の日、あひるさんの友だちのにわとりさん

が雨に濡れていました。かわいそうに思ったあひる

さんですが、貸す傘がなく、悲しくて泣いてしまい

ます。表題作に登場する心優しいあひるさんをはじ

め、ホテルのベッドに寝ていたら、いつの間にやら

窓の外の川に放り出されたたまねぎさんなど、愉快

な動物や野菜の喜怒哀楽いっぱいの童話 17 編を収

録。1920年代から40年代の村山作品が甦ります。 

    

『『『『せかいいちせかいいちせかいいちせかいいちおいしいおいしいおいしいおいしいスープスープスープスープ』』』』    

マーシャ・ブラウン文・絵 こみやゆう訳 岩波書店 E/ﾌ 

戦争が終わり、ふるさとへ帰る途中の３人の兵隊

さんは、へとへとのはらぺこです。ある村で食べも

のをわけてもらおうとしますが、どの家にも断られ

てしまいます。そこで３人の兵隊さんは、石のスー

プをつくるといいだして…。さて石でスープをつく

ることができるのでしょうか？マーシャ・ブラウン

のユーモアたっぷりの楽しいお話が復刊されました。 

    

『『『『なんでももってるなんでももってるなんでももってるなんでももってる((((？？？？))))男男男男のののの子子子子』』』』 

イアン・ホワイブラウ作  石垣賀子訳 すぎはらともこ絵 

徳間書店  933/ﾎ 

 両親が大金持ちで、ほとんどなんでも持っている

男の子フライは、７歳の誕生日に欲しいものが何も

なくなってしまいました。そこでフライは、普通の

男の子ビリーを家に呼んで、自分が持っているもの

を見せびらかして楽しむことにします。ところがビ

リーと遊んでいるうちに、フライは自分が本当に欲

しかったものに気づきます。フライが持っていなか

ったものとはいったい何だったのでしょうか？ 

 

『『『『ふしぎなふしぎなふしぎなふしぎなオルガンオルガンオルガンオルガン』』』』    

リヒャルト・レアンダー作 国松孝二訳 岩波書店 943/ﾚ    

神さまにみこころにかなった花よめ花むこが教会

に入っていくとひとりでに鳴りだすふしぎなオルガ

ンの話。こしょう菓子の焼けないお姫様と口琴のひ

けない王さまの話や、不幸鳥という名の不幸せな男

が幸福姫と結婚してとても幸せになる話など、全２

０編を収録。ドイツの外科医が戦地から故郷の子ど

もたちに書き送ったふしぎで美しい創作童話。 

『『『『水草水草水草水草のののの森森森森――――プランクトンプランクトンプランクトンプランクトンのののの絵本絵本絵本絵本――――』』』』    今森洋輔＝絵・文 岩崎書店 468/ｲ 

『『『『森森森森にめぐるいのちにめぐるいのちにめぐるいのちにめぐるいのち』』』』                                        片山令子・文 姉崎一馬・写真 フェリシモ出版 650/ｶ 

『『『『まどまどまどまど････みちおみちおみちおみちお詩詩詩詩のののの本本本本』』』』                                    伊藤英治・編 理論社 911/ﾏ    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊 

おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします！！！！    

 はつかいち市民図書館では、毎月第 1・3 金曜日に「ちいさいこのためのおはなし会」（対象：乳幼

児）、第 2・4 土曜日に「おはなし会」（対象：幼児から小学校低学年）、奇数月第 3 土曜日には「スト

ーリーテリングのおはなし会」（対象：幼児から大人まで）を開催しています。これらのおはなし会は、

図書館職員とボランティアの方とで協力して行っています。 

では日頃どんな内容でおはなし会をしているのか、ここでご紹介したいと思います。 

    

開 催開 催開 催開 催 日日日日 平成 22 年 4 月 2４日 土曜日   時時時時 間間間間  11時～11時 30 分        

参加人数参加人数参加人数参加人数 こども 13 人 大人 9 人      担担担担 当当当当    ボランティアグループ 宮内小ぐるんぱ 

手遊び 「はじまるよ」 

『おばけがぞろぞろ』 ささきまき作 福音館書店 E/サ 

『いちご』 平山和子さく 福音館書店 E/ヒ 

『ぐるんぱのようちえん』 西内みなみさく 堀内誠一え 福音館書店 E/ホ 

手遊び 「もつれんな」 

『まるまる』 中辻悦子さく 福音館書店 E/ナ 

『さくら』 長谷川摂子文 矢間芳子絵・構成 福音館書店 E/ヤ 

『わにわにのおふろ』 小風さちぶん 山口マオえ 福音館書店 E/ヤ 

 

最後に折り紙のイチゴをお土産にしました。 

普段は宮内小学校で読み聞かせボランティアをされていて、図書館でのおはなし会は今回が初めての

「ぐるんぱ」さんが担当されました。『いちご』『さくら』など季節に合った絵本、そして手遊びを上手

く取り入れた、こどもたちも声を出して参加できる楽しいおはなし会になりました。 

 



 

 

    たくさんのご意見をお寄せいただきありがとうございます。 

   いただいたご意見のなかからいくつかご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

    

    

    

    

１１１１    

休館休館休館休館    

２２２２    ３３３３    

        

４４４４    

◎◎◎◎    

５５５５    

    

６６６６    ７７７７    

休休休休館館館館    

８８８８    

    

９９９９    

    

１０１０１０１０    

    

１１１１１１１１    

    

１１１１２２２２    

☆☆☆☆    

１１１１３３３３    

    

１１１１４４４４    

休休休休館館館館    

１１１１５５５５    

    

１１１１６６６６    

    

１１１１７７７７    

    

１１１１８８８８    

◎◎◎◎    

１１１１９９９９    

    

２０２０２０２０    

    

２２２２１１１１    

休休休休館館館館    

２２２２２２２２    

    

２２２２３３３３    ２２２２４４４４    

        

２２２２５５５５    

    

２２２２６６６６    

☆☆☆☆    

２２２２７７７７    ２２２２８８８８    

休休休休館館館館    

２２２２９９９９    

    

３０３０３０３０        

休休休休館館館館    

    

    

    

    

    

    

ご意見：ＣＤの音声が悪くなっていて聴くことができませんでした。 

 

回 答：ご迷惑をおかけして申し訳ありません。ＣＤなどの視聴覚資料の不具

合については、返却する際、窓口でお知らせください。できれば、何曲目に雑

音がはいっていたなど詳細をお知らせいただいくと助かります。視聴後、ケー

スに表示を出します。ご協力をお願いします。 

ご意見：視力が良くないので、大活字本シリーズをよく借ります。時代小説が

多いと思うので、ベストセラーなど現代物も増やしていただきたいです。 

 

回 答：大活字本は、相談窓口の前の書棚にある、大きな文字の本です。年々

冊数は増やしています。さまざまなジャンルの大活字本を取り揃えていけるよ

う選書していきます。 

６６６６月月月月のののの図書館図書館図書館図書館カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー    

    

◎◎◎◎ちちちちいさいこのためのおはなしいさいこのためのおはなしいさいこのためのおはなしいさいこのためのおはなし会会会会    

 

【対象】乳幼児 

【時間】1回目 11時～ 

2回目 11時 30 分～ 

 

※整理券を相談窓口で配布します 

    

    

☆☆☆☆おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会    

   

【対象】幼児～小学校低学年 

  【時間】１１時～   

    

場所はいずれも図書館会議室図書館会議室図書館会議室図書館会議室です 

   

 

雨が降る日の来館の際は袋を持参し、本が濡れないように持ち運ぶなどの工夫をお願い

します。一度本が濡れてしまうと、乾かしても本が波打ってしまい、次回から貸し出す

ことができなくなる場合があります。 

 


