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 と き

 ところ
 時 間

 講 師

 対 象

 定 員

 申 込

平成２３
、６
平成２３年
２３年６月４日（土）
、６月１８日
１８日（土）
あいプラザ
あいプラザ 多目的ホール
多目的ホール
１０時
１０時～１１時
１１時３０分
３０分
菊野 秀樹 氏（広島女学院ゲーンス
広島女学院ゲーンス幼稚園園長
ゲーンス幼稚園園長）
幼稚園園長）
３～５才までの幼児
までの幼児とその
幼児とその保護者
とその保護者
２５組
２５組（２回の講座に
講座に参加できる
参加できる方優先
できる方優先）
方優先）
はつかいち市民図書館
はつかいち市民図書館へ
市民図書館へ電話または
電話または来館
または来館にて
来館にて
（先着順・
先着順・定員になり
定員になり次第締切
になり次第締切ます
次第締切ます）
ます）

※ 大人の
大人の見学も
見学も可（事前申込が
事前申込が必要です
必要です）
です）

今月の展示
＜さくらぴあ展示
さくらぴあ展示＞『
ハワイ』
展示＞『hawaii
＞『hawaii ハワイ』
廿日市商工会議所とコナ・コハラ商工会議所の姉妹提携５周年を記念して、伝統文化の交流が
実現！７月３０日（土）３１日（日）には、ハワイ島コナから本場のフラがやってきます。美術ギ
ャラリーでは７月２７日（水）～３１（日）の間、ハワイ島コナ美術作品展が開催されます。

＜中 央 展 示＞『男女共同参画週間』毎年６
毎年６月２３日
２３日～２９日
２９日
男女共同参画週間にちなんで、関連する本の展示（ドメスティック・バイオレンス、パワーハラ
スメント、セクシャル・ハラスメントも含む）をしています。

＜児 童 展 示＞『絵本
＞『絵本のとびら
絵本のとびら 出会っておきたい
出会っておきたい 200 冊』
「子どもの心を育てる図書館活動推進事業」の一環として平成 12 年 3 月に東広島市図書館活動
推進実行委員会が発刊したブックリストに掲載されている、２歳～6 歳向けのおすすめ絵本を集め
ました。長い間、子どもに楽しまれてきた絵本ばかりが選ばれています。親子で楽しんでください。

＜テーマ 展 示＞『童謡詩人
＞『童謡詩人 金子みす
金子みすず
みすず』
2６歳の若さでこの世を去った童謡詩人 金子みすず。最近では、デレビ CM で使われた「こだま
でしょうか」が有名になりました。6 月 4 日（土）にさいき文化センターで開催される、
「ちひろコン
サート」にちなんで、金子みすずの本を集めています。

ヤングアダルトって
ヤングアダルトって？
って？
子どもから大人へ、成長していく時期にある１２～１８歳くらいの若者たちのことを表した言葉です。
ヤングコーナーに入った本の新刊を毎月紹介します。
はざましげとみ

『快晴フライング
快晴フライング』

『星空に
星空に魅せられた男
せられた男 間 重富』

古内一絵／著 ポプラ社 Ｆフ
愛好会への降格を宣告された水泳部を存続
させるため、「大会のメドレーリレーでトロフ
ィーをとる」と顧問に断言してしまった龍一。
しかし、部員はまともに泳げないダメな後輩た
ちばかり。そんな中、新たに加わった美少女・

鳴海風／著 くもん出版 289ヤ

えり か

襟香が水泳部に奇跡を起こす。仲間たちと共に
苦難を乗り越えながら成長していく、少年たち
の姿を描いた青春小説です。

すいようきゅう

江戸時代、世界一正確なからくり時計「垂揺 球
ぎ

たかはしよしとき

儀」を完成させ、高橋至時とともに「寛政の改暦」
を行った間重富。幼い頃、星空に魅せられた彼は、
こんてん ぎ

たった一人で「渾 天 儀（天体観測するための器具）」
を作り上げたことも。１５歳で家業の質屋を継い
だ後も、熱心に天文機械の研究を続け、偉業を成
し遂げた重富の生涯を綴った伝記物語。

四季が丘中学校の１年生を対象に
図書館オリエンテーションを行いました！
５月２７日（金）、四季が丘中学校の１年生を対象
に、４・５限目の四季中タイムの時間を使って、図書
館オリエンテーションを行いました。
図書館の職員が学校図書室へと出向き、読書活動推
進員の先生と一緒に、図書館の仕組みや、利用方法に
ついてお話しさせていただきました。

図書館をもっと身近に感じてもらうために、図書館
がどんなところか、本の背ラベルにどのような意味が
あるのか、図書館の本がどのように並んでいるかをお
話ししました。学校図書室の利用方法について読書活
動推進員さんから説明があった後、生徒の皆さんには
借りたい本を選んでもらって、実際に本の貸出も行っ
ています。

現在、日本のほとんどの図書館では、「日本十進分
類法」という方法で本を整理しています。それは学校
図書室でも公共図書館でもほとんど変わりません。
生徒の皆さんには一番身近にある学校図書室をし
っかり利用していただくと同時に、私たちが働く公共
図書館もどんどん活用していただきたいと思ってい
ます。

中学校生活の３年間で、ステキな本との出会いがたくさんありますように！

新刊

こ ど も の ほ ん

『とくべつなお気
とくべつなお気に入り』
ｴﾐﾘｰ･ﾛｯﾀﾞ作
933/ﾛ

神戸万知訳

下平ケースケ絵

『ハスの
ハスの花の精リアン』
リアン』
岩崎書店

チェン・ジャンホン作・絵 平岡敦訳 徳間書店 Ｅ/ﾁ

ケイトのお母さんは、バザーで中古服のお店をだ
すことになりました。
準備が終わった物おき小屋で、
ケイトに不思議な出来事が起こります。かつての服
の持ち主がその服を着て現れ、思い出を語り始めた
のです。
『デルトラ・クエスト』著者のデビュー作で
オーストラリア最優秀児童図書賞受賞。

小さな木の舟に一人で暮らすローおじさん。ある
嵐の日にもらったふしぎな種を植えると大きなハス
が生え、花の中からリアンという女の子が現れまし
た。リアンは花の魔法で暮らしを助けてくれます。
ところがその噂を知った王の欲ばりな娘は…。花の
精と貧しい漁師の絆を幻想的な画風で描いた美しい
絵本です。

『ノースウッズの
ノースウッズの森で』

『ゴーヤ－ツルレイシの
ツルレイシの成長－
成長－』

大竹英洋/文・写真 福音館書店 402/ｵ

北アメリカ大陸の北方にあるノースウッズは、野
生の生きものたちが自然のままに暮らす森と湖の世
界です。そこでは、年に一度７日間だけ咲くランや
波形を残したまま凍りつく冬の湖、ライチョウの親
子や子ジカに出会えます。現地に暮らす写真家が感
じた森の空気や生きものたちの息づかいまでもが伝
わってきます。

亀田龍吉著

あかね書房 497/ｶ

春に播いたゴーヤの種が育ち、実をつけて再び土
へと帰るまでを鮮明な写真で解説した１冊。土の温
度が 25℃になると根が育ち、葉が開く。やがてつ
ぼみがふくらみ、花が咲くと虫たちが集まり、受粉
して実ができる。そして熟した実の中には真っ赤な
種がいっぱいに！種から育てる方法や食べ方も掲載。

その他
その他の新刊
『ぼくもおにいちゃんになりたいな』
ぼくもおにいちゃんになりたいな』文・ｱｽﾄﾘｯﾄﾞ･ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ 絵・ｲﾛﾝ･ｳﾞｨｰｸﾗﾝﾄﾞ 徳間書店 Ｅ/ｳ
『フランシスとたんじょうび
フランシスとたんじょうび』
とたんじょうび』ﾗｯｾﾙ･ﾎｰﾊﾞﾝ=さく ﾘﾘｱﾝ･ﾎｰﾊﾞﾝ=え まつおかきょうこ=やく 好学社 Ｅ/ﾎ
『教科書に
教科書に出てくる歴史
てくる歴史ビジュアル
歴史ビジュアル実物大図鑑
ビジュアル実物大図鑑』
実物大図鑑』山下裕二監修 ポプラ社 210/ｷ

はつかいち市民図書館が文部科学大臣表彰を受賞しました。
文部科学省では、平成 14 年度から毎年子どもの読書意欲を高める特色ある優れた活動を行っ
ている図書館・団体（個人）・実践校に対し文部科学大臣表彰を行っています。この度はつかいち
市民図書館が平成 23 年度子どもの読書活動優秀実践図書館に選ばれました。
はつかいち市民図書館では、定例のおはなし会、パパのおはなし会などの他、
「あいプラザ」で
の出前による絵本の読み聞かせなどにより、未来に生きる子どもたちに、豊かな読書環境を提供
しています。また、図書館の利用頻度の少ない中学生の読書推進のため、市内中学校と連携し、
中学生の作成した本の内容を紹介したブックカードを掲示する取組を実施しています。さらに、
絵本や子どもの読書に関心のある成人を対象に、子どもと本を手渡すことの重要さを啓発するた
めに「子どもと本の講座」を毎年開催しており、これらの取り組みがこの度評価されました。
この受賞はひとえに利用者皆様のおかげでもあります。今後とも図書館職員・スタッフ力をあ
わせて利用者皆様の立場になって、図書館運営をしていきますので、よろしくお願いします。

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。

『ＥＶＥＲＮＯＴＥ「超」知的生産術』

倉下忠憲/著 シーアンドアール研究所 007.5/ｸ

『千思万考』 黒鉄ヒロシ/著 幻冬舎 281.0/ｸ
『徳川秀忠』 福田千鶴/著 新人物往来社 289.1/ﾄ
『ケーススタディ 101 で読む職場のトラブル解決読本』
『がんの練習帳』 中川恵一/著 新潮社 S494.5/ﾅ

飯野たから/著 自由国民社

336.4/ｲ

『新版 原発のどこが危険か』 桜井淳/著 朝日新聞出版 543.5/ｻ
『わかりやすい果樹の育て方事典』 河合義隆/監修 成美堂出版 625/ﾜ
『高峰秀子とその仕事』１・２ 斎藤明美/著 新潮社 778.2/ﾀ
『ナニワ・モンスター』 海堂尊/著 新潮社 F/ｶ
『三人の二代目』上・下 堺屋太一/著 講談社 F/ｻ
『偉大なる、しゅららぼん』 万城目学/著 集英社 F/ﾏ
『自分探しと楽しさについて』 森博嗣/著 集英社 S914.6/ﾓ

休刊した
休刊した雑誌
した雑誌をご
雑誌をご紹介
をご紹介します
紹介します
「月刊消費者」が 2011 年４月号をもって休刊になりました。
バックナンバーは、書庫にありますのでカウンターまでお越
しください。

６月の図書館カレンダー
日

５

月

６
休館

火

７

水

木

金

土

１

２

３
◎

４

８

９

１０

１１
☆

１２

１３
休館

１４

１５

１６

１７
◎

１８

１９

２０
休館

２１

２２

２３

２４

２５
☆

２６

２７
休館

２８

２９

３０

◎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～

