
 
 
 
 
 
 
 

 

  １１月２７日（水）～１１月９日（火） 
 
 
 
 

                     本を読んでみませんか？ 

図書館は、簡単な手続きで本を借りて帰ることができます。読みたい本をリクエスト 

してください。購入したり、他の公共図書館から借り受けるサービスも行っています。 

今月の展示  

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『ごごごご当地小説当地小説当地小説当地小説でででで、、、、読書読書読書読書のののの旅旅旅旅にににに出出出出ようようようよう』』』』    

ご当地小説（中国地方）を展示します。読書の旅に出かけてみませんか？    

＜＜＜＜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＞『＞『＞『＞『１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日    文化文化文化文化のののの日日日日』』』』    

１１月３日は、文化の日です。廿日市市の文化財に関する本や、特色のあるまちづくりを 

紹介した本を展示します。 

＜＜＜＜児児児児    童童童童    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『どうぶつどうぶつどうぶつどうぶつ大大大大しゅうごうしゅうごうしゅうごうしゅうごう！！！！』』』』    

みなさんは何のどうぶつが好きですか。どうぶつの登場する本は昔話、写真、ユーモアた 

っぷりのたのしいものまでたくさんあります。絵本の中でたくさんどうぶつに出会ってみ 

ましょう。 

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『おりがみおりがみおりがみおりがみ』』』』    

１１月１１日は、「おりがみの日」です。おりがみの日にちなんで、おりがみや切り紙の 

本を展示します。 
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～テーマ～ 

気がつけば、もう降りる駅。 

２０１０第６４回



ヤングアダルト新着情報     郷 土 資 料 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。 

『心がぽかぽかするニュース』社団法人日本新聞協会/編 文芸春秋 049/ｺ 

『いま戦争と平和を語る』 半藤一利/著 日本経済新聞出版社 210.7/ﾊ 

『職業訓練校３倍まる得スキルアップ術』 酒井富士子/著 秀和システム 366.2/ｻ 

『母親は兵士になった』  高倉基也/著 ＮＨＫ出版 392.5/ﾀ 

『育児ばかりでスミマセン。』 望月昭/著 幻冬舎 599.0/ﾓ 

『農業がわかると、社会のしくみが見えてくる』 生源寺眞一/著 家の光協会 611/ｼ 

『作家と猫のものがたり』  ｙｏｍ ｙｏｍ編集部/編 新潮社 645.6/ｻ 

『ミステリ作家の自分でガイド』 本格ミステリ作家クラブ/編 原書房 910.2/ﾐ 

『陽だまりの時間』  大平光代/著 中央公論新社 914.6/ｵ 

『呼んでみただけ』  安東みきえ/著 新潮社 F/ｱ 

『辛夷開花』 植松三十里/著 文芸春秋 F/ｳ 

『砂漠の悪魔』  近藤史恵/著 講談社 F/ｺ 

『休暇は終った』  田辺聖子/著 清流出版 F/ﾀ 

『隻眼の少女』  麻耶雄嵩/著 文芸春秋 F/ﾏ 

『もしもし下北沢』  よしもとばなな/著 毎日新聞社 F/ﾖ 

『『『『私私私私のののの優優優優しくないしくないしくないしくない先輩先輩先輩先輩』』』』    

日日日／著 講談社 Ｆ／ア 

私、西表耶麻子（いりおもてやまこ）は、

南愛治（みなみあいじ）くんのことが大大大

好きです。同級生への恋心を手紙にしたため

て、そっとポケットに忍ばせていた耶麻子

は、ある日そのラブレターをなるべくなら付

き合いたくない人間の筆頭、不破風和（ふわ

ふうわ）先輩に見られてしまう。たのんでも

いないのに、耶麻子の恋に協力すると突然言

い出した先輩は、彼女にとある「作戦」を提

案してきて・・・。病弱な身体を抱えながら

も自分の人生に、恋に真っ直ぐ向き合って突

き進んでいく耶麻子と、そんな彼女を容赦な

く振り回す“優しくない先輩”が織り成す、

おかしくもちょっと切ない青春物語。今年の

夏に公開された映画の原作本です。 

『『『『女子中学生女子中学生女子中学生女子中学生のののの小小小小さなさなさなさな大発見大発見大発見大発見』』』』    

清邦彦／著 メタモル出版  404／セ 

静岡雙葉中学校１年生たちの、ありとあら

ゆる「なまの理科体験」５３３点を紹介した

本です。「醤油は凍らない」「ムカデは百足

と書くのに、５０本しかなかった」「Ｔさん

は、１円玉を２枚以上浮かべると、必ずくっ

ついてしまうことを発見しました」など、小

さな科学者たちの大発見は、発想の豊かさ

や、地道に実験を続ける健気さを感じさせて

くれます。理科好きな人もそうでない人も、

答えのわからないものの答えを考える楽し

さを感じ取れる１冊です。 

宮島学センター年報第１号 

県立広島大学宮島学センター／編 Ｈ291.7／ヒ 

 

県立広島大学の宮島学センターは、平成

２１年４月に発足した組織です。 

巻頭によれば、『「○○学」という地域

の名を冠した地域学が、全国各地で盛んに

なっている。「東北学」のように複数の県

を包括するものから市町村単位のものま

で、対象とする地域の広さも「学」の内容

も、実にさまざまである。宮島学は、周囲

約３０キロメートルの宮島を対象として

いるから、全国の地域学の中でももっとも

小さな地域を対象とする部類に入るであ

ろう。』と述べられています。 

本書では、宮島小中学校（宮島学園）と

の連携授業や、公開講座などの取り組みな

どの活動が紹介されています。専門的な内

容を、いかに地域社会や地域住民に伝えて

いくかがこれからの地域学の重要な課題

になっていくことを示した１冊です。 

         

郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料コーナーコーナーコーナーコーナーのののの本本本本はははは、、、、ラベルラベルラベルラベルにににに

「「「「ＨＨＨＨ」」」」というというというという記号記号記号記号がついてがついてがついてがついていますいますいますいます。。。。 

 

 



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

    

『『『『アフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンアフガニスタンのののの少女少女少女少女マジャミンマジャミンマジャミンマジャミン』』』』    

長倉洋海 新日本出版社 367/ﾅ 

 マジャミンは兄弟たちと協力して、放牧や水汲みな

ど家の仕事を手伝いながら、山の学校に通います。

彼女の名前には「笑顔」「明るい人」という意味があ

り、表情がそれを物語っています。戦争で傷ついた

小さな村に暮らす人々の前向きな姿を写真で綴りま

す。 

    

『『『『小惑星探査機小惑星探査機小惑星探査機小惑星探査機「「「「はやぶさはやぶさはやぶさはやぶさ」」」」宇宙宇宙宇宙宇宙のののの旅旅旅旅』』』』    

(財)日本宇宙フォーラム 渡辺勝巳監修  佐藤眞澄著 

汐文社  538/ｻ 

宇宙のかなたの小惑星で物質を採取し、地球に持

ち帰るという世界初の偉業に挑戦した『はやぶさ』

の物語。多くの最新技術を試み、絶体絶命のピンチ

を何度も克服した背景には、研究者たちの希望を捨

てない執念があった。７年にも及ぶ苦難の冒険は、

私たちに勇気と感動を与えてくれます。 

 

    

『『『『びっくりまつぼっくりびっくりまつぼっくりびっくりまつぼっくりびっくりまつぼっくり』』』』 
多田多恵子ぶん  堀川理万子え 福音館書店 E/ﾎ    

まつぼっくりからうすいはねのようなものがくる

くる回りながら落ちていった。なんだろう？まつぼ

っくりには不思議がいっぱい。晴れの日、雨の日で

開いたり閉じたり、形を変える様子はまるで手品み

たい。秋の季節にぴったりの「かがく絵本」。 

 

 

『『『『あくたれあくたれあくたれあくたれラルフラルフラルフラルフのたんじょうびのたんじょうびのたんじょうびのたんじょうび』』』』    

ジャック・ガントスさく  ニコール・ルーベルえ  

こみやゆうやく ＰＨＰ研究所  E/ﾙ 

今日はねこのラルフの誕生日。朝からプレゼント

を待ちきれないラルフは、セイラのスリッパの中に

歯みがき粉を流しこんだり、いたずらばかりしてあ

くたれぶりを発揮します。そしてついにセイラを怒

らせてしまいますが…。『あくたれラルフ』の続編で

す。 

    

『『『『ルラルルラルルラルルラルさんのたんじょうびさんのたんじょうびさんのたんじょうびさんのたんじょうび』』』』いとうひろしさく ポプラ社 E/ｲ（シリーズ最新作）    

『『『『ごきげんなごきげんなごきげんなごきげんなライオンライオンライオンライオン    たのしいたのしいたのしいたのしい空空空空のたびのたびのたびのたび』』』』ルイーズ・ファティオ文  ロジャー・デュボアザン絵  

今江祥智＆遠藤育枝訳  BL出版 E/ﾃ（シリーズ最新作） 

『『『『１１１１ねんねんねんねん１１１１くみのくみのくみのくみの１１１１にちにちにちにち』』』』川島敏生写真・文 アリス館 E/ｶ （小学校１年１組の教室の一日を写真で追

いました。子どもたちの声がふき出しで書いてあり、まるで写真の中から聞こえてくるようです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

新刊 

 

 

 

     

 

国際ソロプチミストウエストひろしま（石田利子会長）より絵本を１５０冊寄贈していただきまし

た。はつかいち市民図書館に６０冊、大野図書館に６０冊、さいき図書館に３０冊配置しています。

 この度は、図書館でお配りしている絵本リスト『このほんおもしろいよ』のリニューアルにあわせ

て、リストに載っている絵本を寄贈していただきました。この度のリニューアルでは、以前のリスト

に載っていた絵本の冊数を絞るとともに、新たに出版された絵本を加えています。 

 また、１０月１日より寄贈していただいた本の展示コーナーを作りました。この展示コーナーには

リストにある本がどんな絵本か見てもらうために、リストに載せた絵本を常時置いています。ぜひ手

にとってご覧ください。 

 

        

 

国際ソロプチミストウエストひろしまより 

絵本を寄贈していだきました。 

 

 



 

 

 

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    

休館休館休館休館    

２２２２    

休館休館休館休館    

３３３３    ４４４４    ５５５５    

◎◎◎◎    

６６６６    

７７７７    ８８８８    

休館休館休館休館    

９９９９    

    

１０１０１０１０    

    

１１１１１１１１    

    

１２１２１２１２    

    

１３１３１３１３    

☆☆☆☆    

１１１１４４４４    

    

１１１１５５５５    

休館休館休館休館    

１１１１６６６６    

    

１１１１７７７７    

    

１１１１８８８８    

    

１１１１９９９９    

◎◎◎◎    

２０２０２０２０    

●●●●    

２１２１２１２１    

    

２２２２２２２２    

休館休館休館休館    

２３２３２３２３    

    

２２２２４４４４    

    

２２２２５５５５    

    

２２２２６６６６    

    

２２２２７７７７    

☆☆☆☆    

２２２２８８８８    

    ３１３１３１３１    

２２２２９９９９    

休館休館休館休館    

３０３０３０３０    

休館休館休館休館    

    

    

                

１１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～   

 

● ストーリーテリングのおはなし会 

【対象】幼児～ 

【時間】11時～ 

 

場所はいずれも 

図書館会議室です 

ご意見： 

『使わなくなった百科事典や参考書を図書館へ寄贈したいのですが、受け付

けてもらえるでしょうか？』 

回 答： 

『寄贈の申し込みをいただきありがとうございます。はつかいち市内の３館

では寄贈資料の受け入れに、つぎのような基準があります。 

１． 郷土資料などの貴重書 

２． 発行日から１年以内の一般書 

３． 児童書・絵本 

４． その他 図書館で貸出回数の多い本など 

せっかくお申し出いただいてもお答えすることができない場合もありま

す。申し訳ありませんがご理解ください。図書館の限られた書棚に本を所

蔵するには、基準を設けて受け付けざるをえない状況です。新刊書であっ

ても図書館で所蔵できない本につきましては、年１回開催される市のリサ

イクル市で希望者にお譲りすることを了承のうえ、寄贈を受け付けさせて

いただきます。』 

 


