
 
 
 
 
はつかいち市民図書館では開館して以来、子どもたちに本を手渡していきたいという願いから 

「子どもと本の講座」を実施してきました。今年度は、学校や図書館、公民館などで読み聞かせ 

や、子どもに本を手渡す活動をしている方を対象に、「おはなし会」や「ブックトーク」について 

あらためて考えるという内容で講座を開催します。    

場場場場        所所所所            廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所７７７７階会議室階会議室階会議室階会議室    

対対対対            象象象象   学校学校学校学校ややややボランティアボランティアボランティアボランティアなどでなどでなどでなどで子子子子どもにどもにどもにどもに本本本本をすすめるをすすめるをすすめるをすすめる立場立場立場立場のののの方方方方などなどなどなど 

   ★１１１１回回回回だけのだけのだけのだけの受講受講受講受講もももも可可可可。。。。いずれもいずれもいずれもいずれも申込申込申込申込みはみはみはみは不要不要不要不要ですのでですのでですのでですので、、、、多数多数多数多数のごのごのごのご参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。         
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  今月の展示      

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『ちいさなちいさなちいさなちいさな    いのちいのちいのちいのち』』』』    

９月２０～２６日は動物愛護週間にちなんで、動物関係の本を展示します。    

＜＜＜＜さくらぴあさくらぴあさくらぴあさくらぴあ展示展示展示展示＞『＞『＞『＞『神楽神楽神楽神楽・・・・郷土芸能郷土芸能郷土芸能郷土芸能』』』』    

「第１０回さくらぴあ神楽共演大会」が９月２５～２６日の２日間さくらぴあで開催されるのに 

ちなんで、神楽・郷土芸能に関する本を展示します。 

＜＜＜＜児児児児    童童童童    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『大好大好大好大好きききき！！！！おじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃん    おばあちゃんおばあちゃんおばあちゃんおばあちゃん』』』』    

９月２０日は、敬老の日です。いつも優しいおじいちゃん、おばあちゃんに感謝の気持ちを届け 

ましょう。大好きなおじいちゃん おばあちゃんにちなんだ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＞『＞『＞『＞『第第第第２６２６２６２６回回回回    削削削削ろうろうろうろう会会会会    ｉｎｉｎｉｎｉｎ    はつかいちはつかいちはつかいちはつかいち』』』』    

「削ろう会」の全国大会が９月１８～１９日の２日間大野体育館で開催されます。全国から職人が

集い、道具を使って、木を削っていく実演を見ることができる大会です。「削ろう会」にちなんで、 

匠の技や鍛冶について紹介されている本を展示します。 

回回回回        とととと        きききき    内内内内        容容容容    講講講講        師師師師 

１１１１    10/10/10/10/６６６６（（（（水水水水））））    

10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会のののの組組組組みみみみ立立立立てててて    森下森下森下森下    玲子玲子玲子玲子    

２２２２    11/11/11/11/４４４４（（（（木木木木））））    

10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

ちいさいちいさいちいさいちいさい子子子子のためののためののためののための絵本絵本絵本絵本についてについてについてについて    

檜垣檜垣檜垣檜垣    由美子由美子由美子由美子    

梅地梅地梅地梅地    佳代子佳代子佳代子佳代子    

３３３３    12/812/812/812/8（（（（水水水水））））    

10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

2009200920092009／／／／11111111～～～～2010201020102010／／／／10101010 のののの間間間間にににに図書館図書館図書館図書館にににに入入入入ったったったった本本本本

新刊絵本新刊絵本新刊絵本新刊絵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                                            

    

図書館職員図書館職員図書館職員図書館職員    

    

４４４４    1/271/271/271/27（（（（木木木木））））    

14:3014:3014:3014:30～～～～16:3016:3016:3016:30    

ブックトークブックトークブックトークブックトークのののの勉強会勉強会勉強会勉強会    吉川吉川吉川吉川    五百枝五百枝五百枝五百枝    
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ホームページ http://www.hiroshima-hatsukaichi-lib.jp/ 



 

ヤングアダルト新着情報           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 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。。。。    

『『『『格安格安格安格安ツアーツアーツアーツアーののののカラクリカラクリカラクリカラクリをををを知知知知ればればればれば、、、、アナタアナタアナタアナタのののの海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行はははは１０１０１０１０倍楽倍楽倍楽倍楽しくなるしくなるしくなるしくなる！！！！』』』』   

西舘彰芳＋永松仁/著 実業之日本社 290.9/ニ 

『『『『フレンチパラドックスフレンチパラドックスフレンチパラドックスフレンチパラドックス』』』』  榊原英資/著 文芸春秋 332.3/サ 

『『『『病気病気病気病気になりやすいになりやすいになりやすいになりやすい「「「「性格性格性格性格」」」」』』』』  辻一郎/著 朝日新聞出版 S493.0/ツ    

『『『『世界世界世界世界のののの医療事情医療事情医療事情医療事情リポートリポートリポートリポート』』』』  廣瀬輝夫/著 メディカルトリビューン 498.0/ヒ 

『『『『テキスタイルパターンテキスタイルパターンテキスタイルパターンテキスタイルパターンのののの謎謎謎謎をををを知知知知るるるる』』』』 クライブ・エドワーズ/著 ガイアブックス 753/エ 

『『『『グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド・・・・ゼロゼロゼロゼロをををを書書書書くくくく    日本文学日本文学日本文学日本文学とととと原爆原爆原爆原爆』』』』  ジョン・W・トリート/著 法政大学出版 910.2/ト 

『『『『白白白白いいいい道道道道』』』』  吉村昭/著 岩波書店 914.6/ヨ 

『『『『そのころそのころそのころそのころ、、、、白旗白旗白旗白旗アパートアパートアパートアパートではではではでは』』』』  伊藤たかみ/著 講談社 F/イ 

『『『『原稿零枚日記原稿零枚日記原稿零枚日記原稿零枚日記』』』』  小川洋子/著 集英社 Ｆ/オ 

『『『『猫物語猫物語猫物語猫物語    黒黒黒黒』』』』  西尾維新/著 講談社 Ｆ/ニ 

『『『『海軍兵学校海軍兵学校海軍兵学校海軍兵学校    江田島教育江田島教育江田島教育江田島教育』』』』  豊田穣/著 新人物往来社 B397.0/ト 

『『『『五龍世界五龍世界五龍世界五龍世界    ～～～～霧廟霧廟霧廟霧廟にににに臥臥臥臥すすすす龍龍龍龍～～～～』』』』    

壁井ユカコ／著  ポプラ社 Ｆ／カ 

 

五匹の龍がつかさどるといわれる五龍大陸のとある山で、山賊に間違われそうな道士の元に口減ら

しのために置き去りにされた幼女ユギ。本当は高名で心優しい道士や兄弟子に支えられ、幸や不幸を

もたらす「蟲」（こ）が人に憑き、それを退治する道士見習い修行に励んでいく。少女へと成長した

ユギは、謎の西洋人牧師に追われる手足に呪の刻まれた枷（かせ）をはめた幼女をかくまって混乱に

巻き込まれることに。道士兄弟子亡き後、師匠が遺した「媚びるな。己れの信念を曲げるな。お前ら

しく生きていけ」という言葉を胸に、廟（びょう）を守っていく決意をするユギ。自分の運命を真っ

直ぐに受け止め、降りかかってくる災難にもめげず修行を積むユギの姿から勇気がもらえる一冊です。    

    

『『『『ＲＤＧＲＤＧＲＤＧＲＤＧ３３３３    ～～～～夏休夏休夏休夏休みのみのみのみの過過過過ごしかたごしかたごしかたごしかた～～～～』』』』    

荻原規子／著 角川書店 Ｆ／オ    

 

自分を取り巻く特殊な事情と向き合うために、生まれ育った玉倉神社を出て新設間もない全寮制の

鳳城学園に入学した泉水子（いずみこ）は、寮で同室になった真響（まゆら）や、その弟真夏（まな

つ）と親しくなり徐々に学園生活に慣れていく。そして生徒会執行部の一員となった泉水子たちは、

学園祭の企画準備で夏休み真響の地元・長野県戸隠で合宿することに。しかし初めての経験で胸を弾

ませる泉水子の思いとは裏腹に、真響たち兄弟に隠されたさまざまな思惑が泉水子を大きな事件へと

巻き込んでいく。大切に育てられてきた少女が少しずつ外の世界へと踏み出していく、みずみずしい

成長物語です。 

新着ＡＶ情報 

来年（2011年）３月３１日まで試行的に、視聴覚資料の貸出し点数が、2点から３点

に増えました。例年２月に購入していた視聴覚資料ですが、今年度は9月２日から新刊

ＣＤ・ＤＶＤを貸出しできるようにしました。今年度は、ＣＤ１５点・ＤＶＤ２１点を

新たに購入しました。新着ＡＶのリストは視聴覚資料目録にあります。ご活用ください。 

 
 



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

    

『『『『むしのかおむしのかおむしのかおむしのかお』』』』 

新開孝 写真・文 ポプラ社 486/ｼ    

20cm の至近距離で撮影した、たくさんの虫の顔。

まるで笑ったり、怒ったりしているようにも見えま

す。そのような表情は、光の加減や見る人の感じ方

によって変化します。あなたにはどう見えますか？

幼虫から成虫になると全く違う顔になる虫や、狩り

の際に目の色を変化させる虫などの紹介もあり。 

 

『『『『ゆっくりのんびりゆっくりのんびりゆっくりのんびりゆっくりのんびり』』』』    

いとうひろし 絵本館 Ｅ/ｲ 

はなちゃんとかめさんは、いつも一緒にゆっくり

のんびりです。食べるのも歩くのも、何をするのも

ゆっくりのんびり。もう少しいそぎなさいって言わ

れるけれど、二人はぜんぜん気にしません。時間の 

流れをゆっくり感じさせてくれる一冊です。 

『『『『わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、わたしわたしわたしわたし』』』』 

作/ジャクリーン・ウッドソン 訳／さくまゆみこ  

すずき出版 933/ウ    

黒人の少女トスウィアは、幸せに暮らしていましたが、

ある事件をきっかけに、家族が生命の危機に晒

さら

されます。

過去を捨て名前も変え、別の土地で暮らし、両親は家族

を思いやる気持ちを失います。トスウィアも自分を見失

いますが、陸上部の一員として認められ、走る事を通じ

て前向きな新しい自分を手に入れます。困難を乗り越え

成長する姿を生き生きと描いています。 

 

 

 

 

 

シリーズシリーズシリーズシリーズのののの新刊新刊新刊新刊がががが出出出出ましたましたましたました    

『『『『ホネホネホネホネホネホネホネホネすいぞくかんすいぞくかんすいぞくかんすいぞくかん』』』』監修/解説西澤真樹子  しゃしん大西成明  ぶん松田素子  アリス館  481/ﾎ    

『『『『みつばちみつひめみつばちみつひめみつばちみつひめみつばちみつひめ－－－－どどんとなつまつりのどどんとなつまつりのどどんとなつまつりのどどんとなつまつりの巻巻巻巻－』－』－』－』秋山あゆ子 ブロンズ新社 Ｅ/ｱ    

『『『『ねこふんじゃったねこふんじゃったねこふんじゃったねこふんじゃった』』』』せなけいこ ポプラ社 Ｅ/ｾ    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

新刊 

『夏休み作ろう！企画 折り紙・切り紙講座』は８月７日（土）、小学校低学年の１４名が参加して開

催されました。図書館にある折り紙・切り紙の本から、展覧会にちなんだ「ちいさな生き物」を題材

に選び作品を作りました。子どもたちは、わくわくどきどきしながら、折り方・切り方の手ほどきを

図書館職員から聞き、ていねいに作業していました。図書館にある折り紙・切り紙関係の本は、子ど

もたちだけでなく大人にも人気です。ぜひ、折り紙・切り紙の本から、すてきな作品を折ったり切っ

たりしてみませんか？ 

 

①『切り紙あそび』ＬｅｅＳｏｏｎ‐Ｒｅａ／著 ブティック社 754/ﾘ 

②『すてきな切り紙』小林一夫／著 高橋書店 754.9/ｺ 

③『かっこいい切り紙』小林一夫／著 高橋書店 754.9/ｺ 

 

 ８月１１日には『おおきな絵の前でおはなし会』を美術ギャラリー展示室内、ハス（蓮）が描かれ

ている大きな絵の前で実施しました。ハスにちなんだ本や展示されている作品の中に描かれている小

さな生き物（犬、かぶとむし、ちょうなど）に関する本を読んで楽しんだ後、参加者全員で、絵の中

に隠れている小さな生き物を探しました。 

 

①『はすいけのポン』 古舘綾子/作 山口マオ/絵 岩崎書店 Ｅ/ﾔ  

②『どこかにむしがかくれてる』 チャイルド本社 Ｅ/ｳ 

③『チューチューこいぬ』 長新太／さく BL出版 Ｅ/ﾁ 

④『とべかぶとむし』 得田之久／さく 福音館書店 Ｅ/ﾄ 

⑤『はらぺこあおむし』ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ／著 もりひさし／訳 偕成社 Ｅ/ｶ 

はつかいち美術ギャラリーとの共同企画の報告 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

休休休休    

２２２２    

    

３３３３    

◎◎◎◎    

４４４４    

    

５５５５    

    

６６６６    

休休休休    

７７７７    

    

８８８８    

    

９９９９    

    

１０１０１０１０    

    

１１１１１１１１    

☆☆☆☆    

１２１２１２１２    

    

１３１３１３１３    

休休休休    

１４１４１４１４    

    

１５１５１５１５    

    

１６１６１６１６    

    

１７１７１７１７    

◎◎◎◎    

１８１８１８１８    

■■■■    

１９１９１９１９    

    

２０２０２０２０    

    

２１２１２１２１    

休休休休    

２２２２２２２２    

    

２３２３２３２３    

        

２４２４２４２４    

    

２５２５２５２５    

☆☆☆☆    

２６２６２６２６    

    

２７２７２７２７    

休休休休    

２８２８２８２８    

    

２９２９２９２９    

    

３０３０３０３０    

休休休休    

        

９９９９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～   

■■■■ストーリーテリングストーリーテリングストーリーテリングストーリーテリングのおはなしのおはなしのおはなしのおはなし会会会会    

【対象】幼児～大人まで 

  【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 

「子ども司書」って？ 

～読書の楽しさやすばらしさを、たくさんの子どもたちに広めることを目的とし

たリーダーを育成する事業。平成２１年度中に３０冊以上の本を読んでいる広島

県内の小学校５・６年生が対象。子ども司書になるには、県内の公共図書館での

実地研修が必須となっている～ 

 

はつかいち市民図書館では、８名の児童を受け入れました。7/27･29 8/6 の

３日間で、図書館司書の仕事について説明を受けて、司書の仕事の専門的な部分

を学びました。 

「職場体験（キャリア・スタート・ウィーク）」って？ 

～廿日市市内全中学校の２年生が、８月と２月に『学ぶこと』『働くこと』『生き

ること』をつなげる場として、市内の事業所、企業や商店などで５日間の仕事を

実際に体験すること～ 

 

はつかいち市民図書館では、３名の中学生を受け入れました。窓口業務を体験し

たり、本や雑誌の情報をパソコン入力などを通して、仕事をすることの楽しさ・

厳しさを体験しました。 

窓口窓口窓口窓口でででで、、、、利用者利用者利用者利用者のみなさんからのみなさんからのみなさんからのみなさんから「「「「がんばれよがんばれよがんばれよがんばれよ」「」「」「」「しっかりしっかりしっかりしっかり勉強勉強勉強勉強しんさいしんさいしんさいしんさい」」」」などとなどとなどとなどと励励励励ましのましのましのましの

言葉言葉言葉言葉をかけてもらいをかけてもらいをかけてもらいをかけてもらい、、、、貴重貴重貴重貴重なななな体験体験体験体験をしたをしたをしたをした児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒たちはたちはたちはたちは、、、、充実充実充実充実したしたしたした夏休夏休夏休夏休みをみをみをみを過過過過ごすこごすこごすこごすこ

とができましたとができましたとができましたとができました。。。。ごごごご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

「子ども司書」実地研修に参加した子どもたちにインタビューしました。 

その詳細をまとめた展示を返却窓口付近で 9 月１９日（日）まで行っています。 


