
 
 
 
 
 
 

実際に学校でブックトークをしているが相談する相手がいない方、またブックトークをしてみ 

たいけど実演する場がないという方、勉強会に参加してみませんか？ 

 
 
 
 
 
はつかいち市民図書館では平成21年度にブックトークの講座を開催しました。この講座で学習した内容を活

かすため、今年度はブックトークの自主グループを立ち上げたいと考えています。もちろん昨年の講座に参加し

ていない方でも、興味のある方は大歓迎です！勉強会での成果を、廿日市市内の小・中学校で発表できるようは

つかいち市民図書館が協力いたします。 

今月の展示  

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『はつかいちはつかいちはつかいちはつかいち    ぴかいちぴかいちぴかいちぴかいち    えほんえほんえほんえほん』』』』    

『絵本のとびら―出会っておきたい２００冊―』で紹介されている絵本約 200 点を先月に引き続き

展示しています。「ぴかいちえほん」への投票をお願いします。    

＜＜＜＜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＞『＞『＞『＞『第第第第 14141414 回平和美術展回平和美術展回平和美術展回平和美術展    こうのこうのこうのこうの史代史代史代史代まんがまんがまんがまんが原画展原画展原画展原画展』』』』    

はつかいち美術ギャラリーで、8／５～29 日の期間「こうの史代まんが原画展」が開催されます。

「夕凪の街 桜の国」「この世界の片隅に」などの作品の原画が多数展示されます。図書館では、こ

うの史代の著作や平和関連の本を集めて展示します。 

＜＜＜＜児児児児    童童童童    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『むしむしむしむし    ムシムシムシムシ    虫虫虫虫』』』』    

ミーンミーンと鳴く虫、ピョンピョンと跳ぶ虫、モソモソと這う虫など、わたしたちの周りには色々

な虫がいます。今月は虫たちが主役の絵本が大集合です！    

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『８８８８月月月月    人権強調月間人権強調月間人権強調月間人権強調月間』』』』    

８月は人権強調月間です。図書館員が選んだ人権に関する本を展示します。 

 

 

 
NONONONO．．．．１４９１４９１４９１４９        ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年    ８８８８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８８８８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/ 

日 時：平成 22 年 8 月 26 日（木）14：00～16：00 

場 所：はつかいち市民図書館内会議室 

※以後の活動日については、参加者の話し合いによって決定します。 

第 1 回 
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〈 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。。。。    

『『『『グーグルグーグルグーグルグーグル秘録秘録秘録秘録    完全完全完全完全なるなるなるなる破壊破壊破壊破壊』』』』  ケン･オーレッタ/著 土方奈美/訳 文芸春秋 007.3/オ 

『『『『電子書籍元年電子書籍元年電子書籍元年電子書籍元年』』』』  田代真人/著 インプレスジャパン 023/タ 

『『『『海海海海にににに沿沿沿沿うてうてうてうて歩歩歩歩くくくく』』』』  森まゆみ/著 朝日新聞出版 291.0/モ 

『『『『ビッグイシュービッグイシュービッグイシュービッグイシューのののの挑戦挑戦挑戦挑戦』』』』  佐野章二/著 講談社 368.2/サ 

『『『『心心心心がががが折折折折れそうなれそうなれそうなれそうなビジネスマンビジネスマンビジネスマンビジネスマンがががが読読読読むむむむ本本本本』』』』  中村勇人/著 ソフトバンク新書 S498.8/ナ 

『『『『リアリズムリアリズムリアリズムリアリズム絵画入門絵画入門絵画入門絵画入門』』』』  野田弘志/著 芸術新聞社 723/ノ 

『『『『言葉言葉言葉言葉のののの煎煎煎煎じじじじ薬薬薬薬』』』』  呉智英/著 双葉社 810.4/ク 

『『『『あたりまえだけどなかなかできないあたりまえだけどなかなかできないあたりまえだけどなかなかできないあたりまえだけどなかなかできない    文章文章文章文章ののののルールルールルールルール』』』』  高橋恵治/著 明日香出版社 816/タ 

『『『『わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい俳句推敲入門俳句推敲入門俳句推敲入門俳句推敲入門』』』』  矢野景一/著 角川学芸出版 911.3/ヤ 

『『『『ぢぢぢぢぢぢぢぢ放談放談放談放談』』』』  永六輔 矢崎泰久/著 創出版 914.6/エ 

『『『『カフカカフカカフカカフカ自撰小品集自撰小品集自撰小品集自撰小品集』』』』  吉田仙太郎/訳 みすず書房 943/カ 

『『『『祈祈祈祈るるるる時時時時はいつもひとりはいつもひとりはいつもひとりはいつもひとり    上上上上・・・・下下下下』』』』  白川道/著  幻冬舎 Ｆ/シ 

『『『『４４４４４４４４４４４４４４４４』』』』  古川日出男/著 河出書房 Ｆ/フ 

『『『『ハリウッドスターハリウッドスターハリウッドスターハリウッドスターとととと謎謎謎謎ののののライバルライバルライバルライバル』』』』    

ジャン・キャニロタ／著  小学館 ９３３／キ 

ハリウッドのアイドル、ケイトリンの出演

する連続ドラマの新シリーズが始まった。 

新アイドル、アレクシスも撮影に加わり、撮

影は絶好調。礼儀正しく、かわいいアレクシ

スは、すぐに人気者になり注目を集める。し

かし、実はアレクシスはケイトリンを降板さ

せて、自分がドラマの主役になり代わろうと

している・・・！？アレクシスの巧妙な嫌が

らせに、最初は途方に暮れながらも、持ち前

の明るさと機転で乗り越えていくケイトリ

ン。恋も仕事も一生懸命頑張るケイトリンの

姿に励まされる一冊です。    

    

『『『『時計塔時計塔時計塔時計塔のあるのあるのあるのある町町町町』』』』    

藤江じゅん／著 角川書店 Ｆ／フ    

夏休みのある日、妹の麻由美と博物館へ出

かけた小学５年生の孝は、帰り道の地下鉄で

突然起こった洪水に巻き込まれてしまう。気

を失った孝が目覚めた先は、日本とよく似た

別の世界だった！？ 

博物館で買ったペンダントがきっかけで

金の馬の童子・銀の馬の童女として別の世界

に呼び出された孝たち。夜の大王をよみがえ

らせようとする、恐ろしい巫女・迂渦夜姫に

さらわれた麻由美を助けて元の世界に戻る

ため、時計搭のある町で出会った同い年の少

年マオとともに、孝の不思議な別世界での冒

険が始まる。 

少年たちの心躍る友情と冒険の物語です。 

 

「「「「さつきさつきさつきさつき読書会読書会読書会読書会」」」」はははは、、、、2008200820082008年年年年４４４４月月月月かかかか

らららら本本本本をををを通通通通じてじてじてじて仲間作仲間作仲間作仲間作りをすすめるためりをすすめるためりをすすめるためりをすすめるため

にににに自主活動自主活動自主活動自主活動グループグループグループグループとしてとしてとしてとして発足発足発足発足しまししまししまししまし

たたたた。。。。そのそのそのその集大成集大成集大成集大成であるであるであるである、、、、『『『『読書会通信読書会通信読書会通信読書会通信    

「「「「根根根根っこのっこのっこのっこの歌歌歌歌」』」』」』」』がががが冊子冊子冊子冊子にににになりましなりましなりましなりましたたたた。。。。

読読読読みみみみ深深深深めためためためた本本本本のののの感想感想感想感想やややや、、、、メンバーメンバーメンバーメンバーのののの意見意見意見意見

などがなどがなどがなどが通信通信通信通信というというというという形形形形でまとめられてでまとめられてでまとめられてでまとめられていいいい

ますますますます。。。。またまたまたまた「「「「読書会読書会読書会読書会のののの魅力魅力魅力魅力」」」」やややや「「「「読読読読書書書書をををを

十倍楽十倍楽十倍楽十倍楽しむしむしむしむ方法方法方法方法」」」」などのなどのなどのなどのコラムコラムコラムコラムからからからから本本本本をををを

読読読読むむむむ楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを知知知知ることができるることができるることができるることができる内容内容内容内容にににに

なっていますなっていますなっていますなっています。。。。読書会読書会読書会読書会にににに興味興味興味興味のあるのあるのあるのある方方方方

やややや、、、、どんなどんなどんなどんな本本本本がおもしろいかをがおもしろいかをがおもしろいかをがおもしろいかを知知知知りたいりたいりたいりたい

方方方方へおすすめのへおすすめのへおすすめのへおすすめの資料資料資料資料ですですですです。。。。    

    

読書会通信読書会通信読書会通信読書会通信「「「「根根根根っこのっこのっこのっこの歌歌歌歌」」」」はははは郷土郷土郷土郷土

資料資料資料資料コーナーコーナーコーナーコーナーにありますにありますにありますにあります。。。。    

    

さつきさつきさつきさつき読書会読書会読書会読書会はははは、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり活動活動活動活動

していますしていますしていますしています。。。。    

 

日 時：毎月第３水曜日 

    １０：００～１２：００ 

場 所：さくらぴあ会議室など 

会 費：３か月分前納 

（1,200円／月） 

 

詳しくは、市民図書館ホームページ

か窓口でお問い合わせください。 

 

 
 



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

    

『『『『ちいさなちいさなちいさなちいさな飼育員飼育員飼育員飼育員――――淡路島淡路島淡路島淡路島ニホンザルニホンザルニホンザルニホンザルのおはのおはのおはのおは

なしなしなしなしーーーー』』』』延原早紀 講談社 489/ﾉ 

２歳の頃からサルの世話をし、２００頭いるサル

の顔と名前が一致するほどになった延原早紀ちゃん。

互いに思いやるサルたちや、特に弱いものを助けて

むれを守るボスザルのマッキーから「ゆるす・かば

う・たすけあう」という人間にとっても大切なこと

を教わります。サルたちの暮らしぶりをユーモアた

っぷりの語りと写真で紹介するノンフィクション。 

    

『『『『もじもじさんのことばもじもじさんのことばもじもじさんのことばもじもじさんのことば劇場劇場劇場劇場』』』』    

西村敏雄 偕成社 814/ﾆ    

日本語には、ぱくぱく、ざあざあ、とんとんなど、

もののようすや音をあらわした言葉がたくさんあり

ます。「こそこそとゲームをしているおとうさん」な

ど、わかりやすい例文とユーモラスな絵で、もじも

じさんが紹介してくれます。 

『『『『りこうすぎたりこうすぎたりこうすぎたりこうすぎた王子王子王子王子』』』』    

アンドリュー・ラング作 福本有美子訳 岩崎書店 933/ﾗ    

りこうすぎてみんなから嫌われている王子に父王

は竜退治を命じますが、竜を信じない王子は弟たち

を行かせます。弟たちは竜に殺され、国王は王子だ

けを残して城を去りました。ところがある日、イギ

リス大使の美しい娘ロザリンドと出会って恋に落ち

てからは彼女に好かれようと魔法の道具を使って竜

を退治、願いを叶える魔法の帽子を使い誰からも愛

される王子に…。ユーモアあふれる創作童話。 

    

    

    

    

    

    

『『『『スルタンスルタンスルタンスルタンのののの象象象象とととと少女少女少女少女』』』』    ｼﾞｬﾝ=ﾘｭｯｸ･ｸｰﾙｸｰ:作  ｶﾝﾀﾝ･ﾌｫｺﾝﾌﾟﾚ:絵 前之園 望:訳 文遊社 953/ｸ    

『『『『エゾリスエゾリスエゾリスエゾリス』』』』    写真・文久保敬親 新日本出版社 E/ｸ 

『『『『きみのせかいはどんないろきみのせかいはどんないろきみのせかいはどんないろきみのせかいはどんないろ？？？？』』』』    ボブ･ジル PHAIDON E/ｼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

新刊 

    どんどんどんどんどんどんどんどん育育育育ってってってって大大大大きくなあれきくなあれきくなあれきくなあれ！！！！    

夏休みにどこへも連れて行ってもらえないトミーは、旅行へ行く人の代わりに、はちうえを育てる

ことにしました。うえきはぐんぐん育ち、家はジャングルに！お父さんは不満顔です。そこで本を調

べ、一生懸命に手入れします。旅行から帰った人は、元気になったはちうえを見て大喜び。そしてト

ミーにもうれしいことが待っていましたよ。（①） 

うんちを食べて育つムシがいるのを知っていますか。『うんちレストラン』に出てくるダイコクコガ

ネはうんちの中にたまごを産み、幼虫はうんちを食べながら大きくなります。おどろきがいっぱいの

うんちむし。あなたも探してみませんか。（②） 

「おとなりのいぬにあかちゃんがうまれるの。いっぴきわたしがもらうんだ！」。うまれたばかりの

あかちゃんは、手の中におさまるほどの大きさ。２週間後に目と耳が開き、２ヶ月後にやっと一緒に

散歩ができるようになりました。成長を見守る女の子の語りとモノクロ写真で綴ります。（③） 

まあちゃんはえんどうまめのたねと、メロンあめを畑にうめました。まめから「同じ緑色なのに芽

が出ないのはおかしい」とバカにされたあめは怒って「なめてみろ！」と言います。恐る恐る食べて

みると…あらおいしい！すっかり食べてしまいました。それからまめは大きくなって、ぴかぴか光る

実がなりました。そのまめはどんな味がするのでしょう。（④） 

 

①『はちうえはぼくにまかせて』ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｵﾝさく ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑえ もりひさしやく ﾍﾟﾝｷﾞﾝ社 E/ｸ 

②『うんちレストラン』新開孝写真 伊地知英信文 ポプラ社 486/ｼ 

③『こいぬがうまれるよ』ｼﾞｮｱﾝﾅ･ｺｰﾙ文 ｼﾞｪﾛｰﾑ･ｳｪｸｽﾗｰ写真 つぼいいくみ訳 福音館書店 645/ｺ 

④『みどりいろのたね』たかどのほうこ作 太田大八絵 福音館書店 913/ﾀ 

 

ミニブックトーク 

 
 



 

 

 

 

 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    

    

２２２２    

休休休休    

３３３３    

休休休休    

４４４４    

    

５５５５    

        

６６６６    

◎◎◎◎    

７７７７    

    

８８８８    ９９９９    

休休休休    

１０１０１０１０    

    

１１１１１１１１    

    

１２１２１２１２    

    

１３１３１３１３    

    

１１１１４４４４    

☆☆☆☆

．

    

１１１１５５５５    

    

１１１１６６６６    

    休休休休    

１１１１７７７７    

    

１１１１８８８８    

    

１１１１９９９９    

    

２０２０２０２０    

◎◎◎◎    

２１２１２１２１    

    

２２２２２２２２    

    

２３２３２３２３    

休休休休    

２２２２４４４４    

    

２２２２５５５５    ２２２２６６６６    

        

２２２２７７７７    

    

２２２２８８８８    

☆☆☆☆    

２２２２９９９９    ３０３０３０３０    

休休休休    

３１３１３１３１    

    

                

        ８８８８／／／／３１３１３１３１はははは開館開館開館開館しますしますしますします。。。。９９９９／／／／１１１１はははは整理日整理日整理日整理日でででで    

休休休休館館館館しますしますしますします。。。。ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

ご意見：「近隣の図書館に比べてマナーが悪く、電話したり、おしゃべりしている人

がいても職員の方は誰も注意しませんね。他館なら飛んで来て注意されます。」 

 

回 答：「図書館を利用される方のマナーに関して、館内に掲示を増やしたり、図書

館職員研修で注意するよう周知徹底しているところです。至らない点があったこと

をおわびします。お気づきの点がありましたら、遠慮なく窓口へお知らせください。」 

ご意見：「図書館の新刊雑誌や郷土資料の紛失があとを絶たないと聞きました。

利用できなくて悲しいです。」 

 

回 答：このたび、新刊雑誌４点が、紛失しました。予約をされている方には、

紛失したので貸出しできなくなった旨の連絡をしました。利用者の方には多大

なご迷惑をおかけしています。今後も新刊雑誌の紛失が続くようでしたら、大

部分の新刊雑誌をカウンターで管理して、利用カードと引き換えに閲覧してい

ただくことになります。郷土資料につきましても、紛失が相次いでおり、貴重

資料については、書庫で管理し貸出禁止にしていく方向で考えております。 

今後は、図書館資料はみんなのものということをすべての方に意識していただ

けるよう啓発に努めます。 

８８８８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    

    

◎◎◎◎ちいさいこのためのおはなしちいさいこのためのおはなしちいさいこのためのおはなしち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 

   

 

 

 


