
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この期間に、所蔵資料の総点検作業をします。不明の本、棚や場所違いの本、 

汚破損本などの確認と書架の整理をし、より利用しやすい図書館になるよう 

作業します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願いします。 

 

 

● 本や雑誌は、図書館のブックポストに返却してください。 

● 視聴覚資料は、３月４日（金）以降に図書館カウンターまでお持ちください。 

今月の展示 

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『なにかはじめてみませんかなにかはじめてみませんかなにかはじめてみませんかなにかはじめてみませんか？？？？』』』』    

初心者向けの趣味の本を展示します。きっかけを見つけて新しい人生をスタートしてみませ 

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＞『＞『＞『＞『能能能能へのへのへのへの誘誘誘誘いいいい』』』』    

２月１３日（日）に、さくらぴあで開催される「能への誘い～さくらぴあ伝統芸能企画～」 

にちなんで、「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＞『＞『＞『＞『写真写真写真写真とととと化学化学化学化学のののの本本本本』』』』    

「なぜだろう？」「どうして？」「おもしろい！」私たちのまわりにはふしぎなことがいっぱ 

い。そんなギモンに答える絵本を今月は紹介します。科学や写真の絵本から新しい世界をの 

ぞいてみませんか。 

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『２２２２／／／／２２２２２２２２    猫猫猫猫のののの日日日日』』』』    

２月２２日は、「にゃん・にゃん・にゃん」で猫の日です。猫の日にちなんで、猫の本を展 

示します。 
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ホームページ http://www.hiroshima-hatsukaichi-lib.jp/ 

２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～３３３３月月月月３３３３日日日日（（（（木木木木））））    

大大大大    野野野野図書館図書館図書館図書館はははは、、、、２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金））））    

                さいきさいきさいきさいき図書館図書館図書館図書館はははは、、、、３３３３月月月月    １１１１日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～    ４４４４日日日日（（（（金金金金））））    



ヤングアダルト新着情報      

          ＜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。 

 

『漂流』 筒井康隆/著 朝日新聞出版 019/ﾂ 

『「気だてのいいひと」宣言！』 香山リカ/著 東京書籍 146.8/ｶ 

『日本の解放区を旅する』 鎌田慧/著 七つ森書館 304/ｶ 

『国家の命運』 藪中三十二/著 新潮社 S319.1/ﾔ 

『変わる家族と介護』 春日キスヨ/著 講談社 S367.3/ｶ 

『いっしょにあそぼうわらべうた０・１・２歳児クラス編』  

コダーイ芸術教育研究所/著 明治図書出版 376.1/ｺ 

『布への祈り』 森南海子/著 三五館 593.3/ﾓ 

『スコーン＆ホットビスケット』 藤田千秋/著 日東書院 596.6/ﾌ 

『ブギの女王・笠置シヅ子』 砂古口早苗/著 現代書館 767.8/ｶ 

『日本語と時間』 藤井貞和/著 岩波書店 S815/ﾌ 

『俳句名人になりきり１００の発想法』 ひらのこぼ/著 草思社 911.3/ﾋ 

『無垢の博物館 上・下』 オルハン・パムク/著 早川書房 929.5/ﾊ 

『核心 上・下』 パトリシア・コーンウェル/著 講談社 B933/ｺ 

『天使の報酬』 真保裕一/著 講談社 F/ｼ 

『盤上のアルファ』 塩田武士/著 講談社 F/ｼ 

『傾物語』 西尾維新/著 講談社 F/ﾆ 

『自信・人信・天信』 森田繁昌/著 渓水社 F/ﾓ 

『ジョン・マン 波涛編』 山本一力/著 講談社 F/ﾔ 

『『『『光光光光がががが照照照照らすらすらすらす未来未来未来未来～～～～照明照明照明照明デザインデザインデザインデザインのののの仕事仕事仕事仕事～～～～』』』』    

石井幹子／著 岩波書店 545／イ 

 

東京タワーや明石海峡大橋のライトアップで知られる「世界的照明デザイナー」の石井幹子

さんは、戦争で父を失い、高校生のときは、二度の大病を患い一年留年しました。 

小さい頃から理科が好きで、中学生のとき、発明家になりたいと考えるようになりました。

ふと目にした「工業デザイナー」の草分けである柳宗理デザイン事務所のメンバー写真に女性

が写っていたことに感銘を受けます。女性でも工業デザイナーになれると確信した著者は、ど

うしたらなれるのか、手紙を書いたり、先達に聞いたりして調べ始めます。自分で情報を集め、

時には世界へと飛び出し、自分の道を切り拓いてきた石井さん。そんな石井さんから「自分の

五感と直感を信じて目指す道を進んでほしい」というメッセージがつまった１冊です。 

    

『『『『風水天戯風水天戯風水天戯風水天戯    巻之一巻之一巻之一巻之一    ～～～～開開開開けけけけ！！！！運命運命運命運命のとびらのとびらのとびらのとびら』』』』    

望月もらん／著 角川書店 BF／モ 

 

崇星淑（すうせいしゅく）は暘国（ようこく）の第八皇子でありながら、皇位継承争いに巻

き込まれることもなく、日々安穏と暮らしていた。ある日、異母兄にいじめられていたところ

を宮妃・嬌杏（きょうあん）に助けられる。恩返しに彼女の汚い部屋の掃除をすることにした

星淑は、流行りの風水を取り入れようと、風水官の元を訪れるが相手にしてもらえないどっこ

ろか、書庫の整理を押し付けられてしまう。星淑は書庫で見つけた「風水天戯」と書かれたボ

ロボロの経典と、古びた羅盤（ローパン）から現れた小さな仙人楊老師と出会ったことで、風

水の世界へと飛び込んでいく。何のとりえもなかった少年星淑が、国家を揺るがす陰謀に巻き

込まれながらも、風水を通して成長していく心温まる物語。 

 
 



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

    

『『『『シモンシモンシモンシモンののののアメリカアメリカアメリカアメリカ旅行旅行旅行旅行』』』』 
ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾏｸﾘﾝﾄｯｸ作 福本友美子訳 あすなろ書房 E/ﾏ 

うっかり者のシモンが汽車に乗ってアメリカ中を

旅することに！最初に着いたボストンではふで箱を、

シカゴでは帽子、シアトルでは水筒を落とし…。ア

メリカ中にちらばったシモンの落とし物が、２０世

紀初めのアメリカを忠実に描いた絵の中に隠れてい

ます。シモンのおとしものシリーズ第 2 弾です。 

 

『『『『あべこべものがたりあべこべものがたりあべこべものがたりあべこべものがたり』』』』    

北欧民話 光吉夏弥再話 箕田源二郎え 大日本図書 

949/ｱ （新装版） 

おかみさんのすることがなに一つ気に入らないフ

リツルさんは、夫婦の仕事をとりかえっこしました。

しかし簡単だと思っていたバター作りも、牛の世話

も失敗ばかりでひとつもうまくいきません。そして

おかみさんが草刈りから帰ってみると…。ユーモア

に富んだノルウェー民話の再話です。 

    

『『『『クロティクロティクロティクロティのののの秘密秘密秘密秘密のののの日記日記日記日記』』』』    

ﾊﾟﾄﾘｼｱ･C･ﾏｷｻｯｸ作 宮木陽子訳 くもん出版 933/ﾏ 

黒人の読み書きが法律で禁じられていた時代、ア

メリカの農場で働く奴隷の少女クロティは、秘密の

日記を書いていた。誰にも見つからないよう用心し

ていたけれど、白人の家庭教師が日記を見つけてし

まう。でも先生は奴隷制廃止論者で、やがてクロテ

ィも逃亡者を助ける組織の一員に…。自由を求め、

知恵と勇気で奴隷制度に立ち向かう少女の物語。 

    

『『『『糸糸糸糸にににに染染染染まるまるまるまる季節季節季節季節』』』』    

大西暢夫写真・文 岩崎書店 753/ｵ 

「十日町の色を出したいから、十日町で育った植物

で染めたい」と語る、岩田重信さんの染織活動を撮

影した一冊。いましか出せない季節の色を糸に保存

する、という染織の過程は、私たちが忘れかけてい

た季節の流れに沿う人間の営みにも通じる。天井か

ら吊るされた色とりどりの糸束の写真は圧巻。 

そのそのそのその他他他他のののの新刊新刊新刊新刊    

『『『『天天天天才才才才たちのびっくりたちのびっくりたちのびっくりたちのびっくり！？！？！？！？子子子子どもどもどもども時代時代時代時代』』』』ｼﾞｬﾝ･ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ﾌﾟｲ ｱﾝﾇ･ﾌﾞﾗﾝｼｬｰﾙ著 ｾﾙｼﾞｭ･ﾌﾞﾛｯｼｭ絵  

木山美穂訳 岩崎書店  280/ﾌ 

   『『『『おきゃくおきゃくおきゃくおきゃく、、、、おことわりおことわりおことわりおことわり？』？』？』？』ﾎﾞﾆｰ･ﾍﾞｯｶｰぶん ｹｲﾃﾞｨ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾝﾄﾝえ 横山和江やく Ｅ/ﾃ 

『『『『なんでもふたつさんなんでもふたつさんなんでもふたつさんなんでもふたつさん』』』』M･S･ｸﾗｯﾁぶん 光吉夏弥やく K･ﾋﾞｰｾﾞえ 大日本図書 933/ｸ（新装版）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊 

ゆきやこんこゆきやこんこゆきやこんこゆきやこんこ♪♪♪♪    

皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは雪雪雪雪がががが大大大大気中気中気中気中でどのようにでどのようにでどのようにでどのように作作作作られるかごられるかごられるかごられるかご存知存知存知存知ですかですかですかですか？？？？雪雪雪雪はははは、、、、空空空空のののの高高高高いいいい所所所所にあるにあるにあるにある雲雲雲雲のののの中中中中でででで作作作作られますられますられますられます。。。。

雲雲雲雲にはにはにはには小小小小さなほこりやさなほこりやさなほこりやさなほこりや灰灰灰灰・・・・塩塩塩塩ななななどがどがどがどが混混混混じっていますじっていますじっていますじっています。。。。気温気温気温気温がじゅうぶんにがじゅうぶんにがじゅうぶんにがじゅうぶんに下下下下がるとがるとがるとがると、「、「、「、「ちりちりちりちり」」」」のののの周周周周りりりりにににに水蒸気水蒸気水蒸気水蒸気がががが

くっつきくっつきくっつきくっつき、、、、さらにさらにさらにさらにそこへそこへそこへそこへ水蒸気水蒸気水蒸気水蒸気がくっついてがくっついてがくっついてがくっついて六角形六角形六角形六角形のののの結晶結晶結晶結晶になりますになりますになりますになります。。。。空空空空からからからから降降降降るるるる雪雪雪雪のほとんどはのほとんどはのほとんどはのほとんどは、、、、このちいこのちいこのちいこのちい

さなさなさなさな結晶結晶結晶結晶ががががからまりあってできていますからまりあってできていますからまりあってできていますからまりあってできています。。。。今月今月今月今月はははは、、、、雪雪雪雪にににに関係関係関係関係するするするする本本本本をををを４４４４冊冊冊冊ごごごご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

    

①①①①『『『『雪雪雪雪のののの結晶結晶結晶結晶ノートノートノートノート』』』』ﾏｰｸﾏｰｸﾏｰｸﾏｰｸ････ｶｯｼｰﾉｶｯｼｰﾉｶｯｼｰﾉｶｯｼｰﾉ    ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｮﾝｮﾝｮﾝｮﾝ････ﾈﾙｿﾝﾈﾙｿﾝﾈﾙｿﾝﾈﾙｿﾝ作作作作    千葉茂樹千葉茂樹千葉茂樹千葉茂樹訳訳訳訳    あすなろあすなろあすなろあすなろ書房書房書房書房    E/E/E/E/ｶｶｶｶ    

雪雪雪雪がががが地上地上地上地上にににに落落落落ちてくるまでのちてくるまでのちてくるまでのちてくるまでの過程過程過程過程がががが小学生小学生小学生小学生にもにもにもにも解解解解りやすくりやすくりやすくりやすく紹介紹介紹介紹介されていますされていますされていますされています。。。。たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの結晶結晶結晶結晶のののの美美美美しいしいしいしい写真写真写真写真

とともにとともにとともにとともに、、、、角板結晶角板結晶角板結晶角板結晶、、、、樹枝状結晶等樹枝状結晶等樹枝状結晶等樹枝状結晶等、、、、種類種類種類種類のののの詳詳詳詳しいしいしいしい解説解説解説解説とととと、、、、観察観察観察観察するするするする方法方法方法方法もももも併併併併せてせてせてせて掲載掲載掲載掲載されていますされていますされていますされています。。。。    

    

②②②②『『『『雪雪雪雪のののの写真家写真家写真家写真家ベントレーベントレーベントレーベントレー』』』』ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｬｸﾘｰﾝｬｸﾘｰﾝｬｸﾘｰﾝｬｸﾘｰﾝ････ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ････ﾏｰﾏｰﾏｰﾏｰﾃｨﾝﾃｨﾝﾃｨﾝﾃｨﾝ作作作作    ﾒｱﾘｰﾒｱﾘｰﾒｱﾘｰﾒｱﾘｰ････ｱｾｱｾｱｾｱｾﾞ゙゙゙ｱﾘｱﾝｱﾘｱﾝｱﾘｱﾝｱﾘｱﾝ絵絵絵絵    千葉茂樹千葉茂樹千葉茂樹千葉茂樹訳訳訳訳    BLBLBLBL 出版出版出版出版    E/E/E/E/ｱｱｱｱ    

アメリカアメリカアメリカアメリカのののの豪雪地帯豪雪地帯豪雪地帯豪雪地帯にあるにあるにあるにある農村農村農村農村にににに生生生生まれたまれたまれたまれた農夫農夫農夫農夫ベントレーベントレーベントレーベントレーはははは、、、、雪雪雪雪にににに魅魅魅魅せられせられせられせられ、、、、そのそのそのその生涯生涯生涯生涯をををを結晶結晶結晶結晶のののの写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影にににに

ささげましたささげましたささげましたささげました。。。。世界的世界的世界的世界的なななな雪雪雪雪のののの専門家専門家専門家専門家としてとしてとしてとして認認認認められたそのめられたそのめられたそのめられたその生涯生涯生涯生涯をををを描描描描いたいたいたいた伝記絵本伝記絵本伝記絵本伝記絵本ですですですです。。。。    

    

③③③③『『『『きらきらきらきらきらきらきらきら』』』』谷川俊太郎文谷川俊太郎文谷川俊太郎文谷川俊太郎文    吉田六郎吉田六郎吉田六郎吉田六郎写真写真写真写真    アリスアリスアリスアリス館館館館    E/E/E/E/ﾀﾀﾀﾀ    

凍凍凍凍えるようなえるようなえるようなえるような寒寒寒寒さのさのさのさの中中中中でででで顕微鏡撮影顕微鏡撮影顕微鏡撮影顕微鏡撮影したしたしたした雪雪雪雪のののの結晶結晶結晶結晶のののの写真写真写真写真にににに、、、、谷川俊太郎谷川俊太郎谷川俊太郎谷川俊太郎さんがさんがさんがさんが、、、、短短短短くてすてきなくてすてきなくてすてきなくてすてきな言葉言葉言葉言葉をををを添添添添ええええ

たたたた絵本絵本絵本絵本ですですですです。。。。自然自然自然自然がががが作作作作りりりり出出出出したしたしたした形形形形のののの美美美美しさしさしさしさ、、、、不思議不思議不思議不思議さがさがさがさが伝伝伝伝わってきますわってきますわってきますわってきます。。。。おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会にもにもにもにも使使使使えますえますえますえます。。。。    

    

④④④④『『『『火火火火ようようようよう日日日日のごちそうはひきがえるのごちそうはひきがえるのごちそうはひきがえるのごちそうはひきがえる』』』』ﾗｯｾﾙﾗｯｾﾙﾗｯｾﾙﾗｯｾﾙ････EEEE････ｴﾘｸｿﾝｴﾘｸｿﾝｴﾘｸｿﾝｴﾘｸｿﾝ作作作作    ﾛｰﾚﾝｽﾛｰﾚﾝｽﾛｰﾚﾝｽﾛｰﾚﾝｽ････DDDD････ﾌｨｵﾘﾌｨｵﾘﾌｨｵﾘﾌｨｵﾘ画画画画    佐藤凉子佐藤凉子佐藤凉子佐藤凉子訳訳訳訳    評論社評論社評論社評論社    933/933/933/933/ｴｴｴｴ    

雪雪雪雪のののの野原野原野原野原でみみずくにつかまりでみみずくにつかまりでみみずくにつかまりでみみずくにつかまり、、、、誕生日誕生日誕生日誕生日のごちそうにされそうなのごちそうにされそうなのごちそうにされそうなのごちそうにされそうなヒキガエルヒキガエルヒキガエルヒキガエルののののウォートンウォートンウォートンウォートン。。。。なんとかなんとかなんとかなんとか、、、、みみみみみみみみ

ずくのずくのずくのずくの巣巣巣巣からからからから逃逃逃逃げだそうとげだそうとげだそうとげだそうと策策策策をををを練練練練りますがりますがりますがりますが…………。。。。ユーモアユーモアユーモアユーモアとととと感感感感動動動動にあにあにあにあふふふふれたれたれたれた物語物語物語物語ですですですです。。。。    

ミニブックトーク 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

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

と第２・４土曜日に「おはなし会」、奇数月第３土曜日に「ストーリーテリングのおは 

なし会」を開催しています。この「おはなし会」は、図書館職員とボランティアの人 

たちが協力して行っています。来年度のおはなし会の日程調整を行いますので、地域 

で活動されている方や興味をお持ちの方はぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

休館休館休館休館    

８８８８    

    

９９９９    

    

１０１０１０１０    

    

１１１１１１１１    

    

１１１１２２２２    

☆☆☆☆    

１１１１３３３３    

    

１１１１４４４４    

休館休館休館休館    

１１１１５５５５    

    

１１１１６６６６    

    

１１１１７７７７    

    

１１１１８８８８    

◎◎◎◎    

１１１１９９９９    

    

２０２０２０２０    

    

２２２２１１１１    

休館休館休館休館    

２２２２２２２２    

    

２２２２３３３３    

    

２２２２４４４４    

休館休館休館休館    

２２２２５５５５    

休館休館休館休館    

２２２２６６６６    

休館休館休館休館    

２２２２７７７７    

休館休館休館休館    

２２２２８８８８    

休館休館休館休館    

    

    

                        

２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 

３３３３月月月月４４４４日日日日（（（（金金金金））））はははは、、、、通常通常通常通常どおりどおりどおりどおり９９９９時時時時からからからから開館開館開館開館しますしますしますします。。。。蔵書点検後蔵書点検後蔵書点検後蔵書点検後はははは

書棚書棚書棚書棚のののの位置位置位置位置をををを変更変更変更変更ししししていていていていますのでますのでますのでますので、、、、本本本本のののの場所場所場所場所がががが移動移動移動移動しているしているしているしている箇所箇所箇所箇所がががが

ありますありますありますあります。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、窓口窓口窓口窓口におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。 

平成２３年度 

日日日日                時時時時：：：：    ２２２２月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火））））    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

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    ２２２２階階階階    ２０１２０１２０１２０１会議室会議室会議室会議室    

内内内内                容容容容：：：：    平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度「「「「おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会」」」」のののの日程調整日程調整日程調整日程調整    

                                図書館職員図書館職員図書館職員図書館職員によるによるによるによる新刊児童研究書新刊児童研究書新刊児童研究書新刊児童研究書のののの紹介紹介紹介紹介    

                                おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会でででで使使使使えるわらべうたのえるわらべうたのえるわらべうたのえるわらべうたの紹介紹介紹介紹介    

 


