
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

今月の展示  

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『読書読書読書読書のののの秋秋秋秋！！！！    読書会読書会読書会読書会でででで読読読読んだんだんだんだ本本本本』』』』    

はつかいち市民図書館・大野図書館で活動している『読書会』で読んだ本を紹介します。 

本の内容紹介リストとともにお楽しみください。読書案内・書評本もあわせて展示します。    

＜＜＜＜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＞『＞『＞『＞『生誕生誕生誕生誕２００２００２００２００年年年年    ショパンショパンショパンショパン』』』』    

芸術の秋にちなんで、生誕２００年をむかえる「ショパン」にちなんだ催し物が、各地で 

開催されています。ショパンをもっと知りたい人へ、おすすめの本を展示します。 

＜＜＜＜児児児児    童童童童    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『秋秋秋秋みつけみつけみつけみつけたたたた』』』』    

秋といえば何をイメージしますか？食欲の秋なのでおいしい食べ物、それとも紅葉に芸術 

に読書・・・。今月はそんな秋を感じる絵本を集めました。 

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『ミステリーミステリーミステリーミステリーのののの世界世界世界世界へようこそへようこそへようこそへようこそ』』』』    

１０月７日は、ミステリー記念日です。記念日にちなんで、ミステリー本を展示します。 

 

 
NONONONO．．．．１１１１５１５１５１５１        ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年    １０１０１０１０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１０１０１０１０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/ 

☆１０：３０～１２：００（さくらぴあ小ホール前） 

「雑誌リサイクル」 2007 年の雑誌をお一人様１０冊まで 

☆①１１：００～ ②１１：３０～（各回先着５名 10/15 から受け付けます） 

「書庫探検ツアー」 書庫探検＆ブックコートかけ  

☆１４：００～１５：３０（さくらぴあリハーサル室） 

「大人のためのストーリーテリング」 昔話などを語ります   

1１月６日（土）



ヤングアダルト新着情報     お す す め 本 紹 介 

 

＜今 月 の 新 着（一般書）＞ 
            図書館には１カ月に約６００冊の新刊が入ります。その一部を紹介します。 

『最近どうもついていけないという人のためのＩＴ入門』   

牧野武文/著 毎日コミュニケーションズ S007.3/ﾏ 

『読むうちに悩みが空っぽになる人生相談』 小池龍之介/著 三笠書房 B184/ｺ 

『インドホリック インド一周一四二日間』 旅音/著 ブルースインターアクションズ 292.5/ｲ 

『茶の世界史』  ビアトリス・ホーネガー/著 平田紀之/訳 白水社 383.8/ﾎ 

『インドホリック インド一周一四二日間』 旅音/著 ブルースインターアクションズ 292.5/ｲ 

『全国お元気商店街百選』  お元気商店街研究会/著 明治書院 672.1/ｾ 

『江戸図屏風の謎を解く』 黒田日出男/著 角川学芸出版 721.8/ｸ 

『座布団一枚！桂歌丸のわが落語人生』  桂歌丸/著 小学館 779.1/ｶ 

『９２歳。小さなしあわせを集めて生きる』  吉沢久子/著 海竜社 914.6/ﾖ 

『君よ わが妻よ 父石田光治少尉の手紙』 石原典子/著 文芸春秋 916/ｲ 

『嘘つき王国の豚姫』  岩井志麻子/著 河出書房新社 F/ｲ 

『寝ても覚めても』  柴崎友香/著 河出書房新社 F/ｼ 

『怪談 お露牡丹』  領家高子/著 角川書店 F/ﾘ 

～～～～１１１１００００代代代代からのからのからのからの夢夢夢夢をかなえるをかなえるをかなえるをかなえる～～～～    

『『『『感性感性感性感性のののの磨磨磨磨きききき方方方方』』』』    

佳川奈未／著 PHP研究所 159／ヨ 

かなえたい夢がある人、何かやりたいこと

がある人、あるいはそれらが見つけられなく

て思い悩んでいる人・・・みんなたくさんの

可能性を秘めた一人の人間であることは確

かです。どのような未来を歩むかはすべて

「自分」次第。たとえ、今の自分にはかなえ

たい夢がなくても、どんな自分でも生かすこ

とができる感性を身につけておけば、いつか

きっとさまざまな困難を乗り越え、道を切り

開いてきた著者から、「感性の磨き方」を学

んでみませんか？そのヒントがたくさん詰

まった１冊です。 

 

『『『『市立第二中学校市立第二中学校市立第二中学校市立第二中学校２２２２年年年年ＣＣＣＣ組組組組    

            10101010月月月月１９１９１９１９日月曜日日月曜日日月曜日日月曜日』』』』    

椰月美智子／著 講談社  913／ヤ 

市立第二中学校２年Ｃ組１０月１９日、ク

ラス３８名のそれぞれの一日。8時０９分、

瑞希は決まらない髪形に悩み、8時２４分、

七海は保健室に登校し、１０時２４分、貴大

は初恋に落ちる。中学２年生の素顔と１４歳

の心のうちが見える青春物語。 

二度と来ない１０月１９日月曜日は、きら

きらと輝きながら静かに過ぎていく。じゃ

あ、また明日・・・。連続のように思える日々

も、新しい一日は、それだけで特別な一日だ

ということを教えてくれる１冊。 

なぜフランスでは 

子どもが増えるのか 

中島さおり／著 講談社現代新書 Ｓ367.2／ナ 

 

いま先進国をはじめ多くの国は、少子化

の問題で、さまざまな政策を打ち出してい

ます。日本においても、国の将来を見据え

たときに、このまま手をこまねいてはいら

れない状況にきています。極端に言えば、

国家存亡の危機ではと危惧されています。

ではなぜ、フランスでは、この問題をクリ

アしているのでしょうか。フランスでは、

子どもを生み育てる社会環境が充実して

いるだけではないようです。フランス人の

夫をもち、フランスで二人の子どもを生み

育てている著者は、自らの経験と取材を重

ね、歴史を紐解きながら、女性の生き方の

変化と社会の変化にその秘密を探ってき

ました。実は、かつては世界で一番少子化

が進んだ国でもあったフランスは、日本の

少子化に一石を投じる役目を負っている

ような気がします。 

      図書館利用者 松尾耀介 

    

    

新書本新書本新書本新書本はははは、、、、入口横入口横入口横入口横のののの書棚書棚書棚書棚にありますにありますにありますにあります。。。。    

ラベルラベルラベルラベルにににに「「「「ＳＳＳＳ」」」」というというというという記号記号記号記号がついていがついていがついていがついてい

まままます。 

 

 



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

    

『『『『かわかわかわかわ』』』』 
鈴木のりたけ著  幻冬舎 E/ｽ    

山に降った雨が小さな流れになり、小さな流れが

より低い場所に集まって、大きな流れが生まれます。

源流から海に向かう河口までの間、川は様々に変化

します。川のそばの人間の営みとともに、豊かな日

本の川に生きる 45 種類の生物の様子を、立体的な

絵で生き生きと描いています。 

 

『『『『ココロココロココロココロののののヒカリヒカリヒカリヒカリ』』』』    

谷川俊太郎 文 元永定正 絵 文研出版 Ｅ/ﾓ 

「ココロのヒカリはいつうまれる？」「たのしいきも

ちになったとき？」という語りかけから始まり、私

たちの中にある様々なココロの動きを、画家・元永

定正が多彩に表現した一冊。どの画面からも光が溢

れ出ているのが印象的です。『もこもこもこ』から

33 年！谷川俊太郎と元永定正による待望の新作。 

    

    

    

    

『『『『マグナスマグナスマグナスマグナス・・・・マクシマスマクシマスマクシマスマクシマス、、、、なんでもなんでもなんでもなんでも    

はかりますはかりますはかりますはかります』』』』    

文ｷｬｽﾘｰﾝ・T・ﾍﾟﾘｰ 絵 S..D.ｼﾝﾄﾞﾗｰ 訳福本友美子  

光村教育図書 E/ｼ 

マグナス・マクシマスはものをはかるのが大すき

なおじいさん。鼻にめがねをちょこんとのせて、空

の雲をかぞえたり、一番くさいくつ下はどれかをは

かったり、とにかくなんでもはかります。ところが

ある日、めがねが壊れてしまい…。ユーモアたっぷ

りの絵本。 

 

    

    

『『『『神様神様神様神様のののの階段階段階段階段』』』』今森光彦 偕成社  616/ｲ（インドネシア・バリ島の棚田を撮影した作品）    

『『『『わっしょいのはらむらわっしょいのはらむらわっしょいのはらむらわっしょいのはらむら』』』』くどうなおこ詩・絵 童話屋 911/ｸ 

『『『『ゆりあがゆりあがゆりあがゆりあが出会出会出会出会ったこだまたちったこだまたちったこだまたちったこだまたち』』』』竹内もと代・作 早川司寿乃・絵 佼成出版社 913/ﾀ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊 

 

 

 

     

2010 年の国民読書年を記念して、読書への関心と興味を高めるため、6 月 15 日～8 月 15 日の

間、廿日市市内、各図書館において、市民の皆さんの好きな絵本を募集しました。その結果、1,130

件の投票をいただきました。たくさんの投票をありがとうございます。 

   投票結果  

第 1 位 『ぐりとぐら』中川李枝子／さく 大村百合子／え 福音館書店 

第 2 位 『おおきなかぶ』Ａ．トルストイ／再話 内田莉莎子／訳 佐藤忠良／画 福音館書店 

第 3 位 『にゃーご』宮西達也／作 絵 鈴木出版 

第 4 位 『ねずみくんのチョッキ』なかえよしを／作 上野紀子／ 絵 ポプラ社 

第 4 位 『バムとケロのおかいもの』島田ゆか／作 絵 文溪堂 

  

みなさんご存じの定番絵本が上位を占めている結果となりました。このほか、頂いた投票のなかに

は、絵本以外の幼年童話もたくさんありました。こちらの投票結果も、第 6 位以下の絵本の投票結

果とともに図書館内に掲示に掲示しています。 

  読書への関心と興味を高めるために、広報はつかいち 2010 年 10 月１日号に、絵本に関する特

集記事を掲載していますので、そちらもぜひご覧ください。 

 

はつかいち ぴかいちえほん 投票結果発表 



 

 

 

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ご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

３３３３    ４４４４    

休館休館休館休館    

５５５５    

    

６６６６    

    

７７７７    

    

８８８８    

    

９９９９    

☆☆☆☆    

１０１０１０１０    

    

１１１１１１１１    

    

１２１２１２１２    

休館休館休館休館    

１３１３１３１３    

    

１４１４１４１４    

    

１５１５１５１５    

◎◎◎◎    

１６１６１６１６    

    

１７１７１７１７    

    

１８１８１８１８    

休館休館休館休館    

１９１９１９１９    

    

２０２０２０２０    

    

２１２１２１２１    

    

２２２２２２２２    

    

２３２３２３２３    

☆☆☆☆    

２４２４２４２４    

    ３１３１３１３１    

２５２５２５２５    

休館休館休館休館    

２６２６２６２６    

    

２７２７２７２７    

    

２８２８２８２８    ２９２９２９２９        ３０３０３０３０    

１０月の図書館カレンダー 

 

◎ちいさいこのためのおはなし会 

【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 

図書館会議室です 

   

ご意見：『ある本を予約して、しばらく経過しました。確認したところ、私

の前に予約待ちの人がまだまだ大勢おられて、予約資料の取り置き期間１週

間と貸し出し期間の２週間で計算すると、私まで回ってくるのは２年くらい

先になるのでは、と思われます。せめて２ヶ月程度の待ちになるよう、当該

図書を購入してもらえませんか。または待ち期間一覧表を図書館内に掲示し

てほしいと思います。』 

回 答：『いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。長期にわ

たり予約資料をお待たせするのは、当館といたしましても心苦しいため、余

りにも予約件数が多い図書については複数冊用意してできるだけ早くご提供

できるようにしております。図書館では、限られた図書購入費の中、皆様の

教養、調査研究、趣味、娯楽等にお役にたてるよう、図書・雑誌等の収集に

努めています。図書館では、予約の集中する本ばかりでなく、様々な分野、

内容の本をそろえる必要があると考えております。今後は、予約待ちの人数

の多い図書については、待ち人数とともに寄贈を募る形で館内に掲示をし、

少しでも待ち時間の緩和が図れるようにします。貴重なご意見ありがとうご

ざいました。』 

 


