
 

 
 
 

    

    

    

                               

 今月の展示  

＜＜＜＜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＞『＞『＞『＞『アフリカアフリカアフリカアフリカののののドラムドラムドラムドラムｖｓｖｓｖｓｖｓ日本日本日本日本のののの太鼓太鼓太鼓太鼓』』』』    

8 月 7 日（日）に開催される「ドラムストラックＤrumstruck」と 10 月 8 日（土）に

開催される「鼓動ＯＮＥ ＥＡＲＴＨ ＴＯＵＲ2011」にちなんで、ドラム（アフリカ音

楽）と和太鼓の本を集めてみました。 

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『このこのこのこの本本本本おもしろいよおもしろいよおもしろいよおもしろいよ』』』』夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに読読読読んでみたいんでみたいんでみたいんでみたい本本本本    

 夏休みに本を読んでみたいけど、どんな本を読んだらいいのかわからない。そんな小・中学

生にお勧めする本を小学校低学年・中学年・高学年、中学生向けに分けてリストとともに展示

しています。この夏、たくさんある本のなかからお気に入りの１冊をみつけましょう！ 

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『ＳＦＳＦＳＦＳＦ作家作家作家作家小松左京小松左京小松左京小松左京氏氏氏氏をををを偲偲偲偲んでんでんでんで』』』』    

『日本沈没』や『復活の日』などの著作で知られる、日本を代表するＳＦ作家小松左京氏が 7

月 2６日に肺炎のため亡くなられました。『継ぐのは誰か？』『結晶星団』など宇宙を舞台にした

壮大なスケールの作品で星雲賞（日本長編部門）を受賞しています。    
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本本本本をををを好好好好きなきなきなきな者同士者同士者同士者同士、、、、一緒一緒一緒一緒にににに感動感動感動感動とととと癒癒癒癒ししししのゆったりとしたのゆったりとしたのゆったりとしたのゆったりとした時間時間時間時間をををを過過過過ごごごご

してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか！！！！    

１１１１回回回回ごとにごとにごとにごとに１１１１冊冊冊冊ずつずつずつずつ課題図書課題図書課題図書課題図書をををを読読読読みみみみ、、、、感想感想感想感想やややや疑問点疑問点疑問点疑問点をををを話話話話しししし合合合合いますいますいますいます。。。。

作品作品作品作品をををを読読読読みみみみ深深深深めるめるめるめる過程過程過程過程でのでのでのでの発見発見発見発見のののの楽楽楽楽しさしさしさしさ、、、、仲間仲間仲間仲間とととと語語語語らうらうらうらう喜喜喜喜びもありまびもありまびもありまびもありま

すすすす。。。。    

    

活活活活    動動動動    日日日日：：：：毎月第毎月第毎月第毎月第３３３３水曜日水曜日水曜日水曜日    ９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

    活動場所活動場所活動場所活動場所：：：：さくらぴあさくらぴあさくらぴあさくらぴあ会議室等会議室等会議室等会議室等    

    講講講講        師師師師：：：：深深深深    川川川川    賢賢賢賢    郎郎郎郎    先生先生先生先生    

参参参参    加加加加    費費費費：：：：１１１１，，，，２００２００２００２００円円円円／／／／１１１１ヶヶヶヶ月月月月（（（（３３３３ヶヶヶヶ月分前納月分前納月分前納月分前納））））    

                        おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    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    20202020----0333033303330333    

 



 

 

図書館での本の探し方① 

 

  

＜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。 
『読書のチカラ』 斎藤孝/著 大和書房 019/ｻ 

『平家の棟梁平清盛』 高野澄/著 淡交社 289.1/ﾀ 

『地球一周空の旅』 ＰＰＳ通信社/写真 ＡＦＬＯ/写真 深山史子/文 パイインターナショナル 290/ﾁ 

『自然災害ハンドブック』 山と渓谷社/編 アシトチエ･プレス/著 山と渓谷社 369.3/ｼ 

『１０代の子をもつ親が知っておきたいこと』 水島広子/著 紀伊国屋書店 371.4/ﾐ 

『疲れない体をつくる免疫力』 安保徹/著 三笠書房 B498.3/ｱ 

『薬局で買える薬がよくわかる本』 佐川賢一/共著 伊東俊雅/共著 法研 499.1/ｻ 

『宇宙エレベーターの物理学』 佐藤実/著 オーム社 538.9/ｻ 

『年齢ごとに「見てわかる！」幼児食新百科』 ベネッセコーポレーション 599.3/ﾈ 

『雑草と楽しむ庭づくり』 ひきちガーデンサービス/著 築地書館 629.7/ｻ 

『すぐに始められるパステル画マスターブック』 井手幹夫/著 芸術新聞社 725.4/ｲ 

『きょう一日。』 五木寛之/著 徳間書店 914.6/ｲ 

『おおきなかぶ、むずかしいアボガド 村上ラヂオ２』 村上春樹/著 マガジンハウス 914.6/ﾑ 

『刑務所図書館の人びと』 アヴィ・スタインバーグ/著 柏書房 936/ｽ 

『我が家の問題』 奥田英朗/著 集英社 F/ｵ 

『化合』 今野敏/著 講談社 F/ｺ 

『レイジ』 誉田哲也/著 文藝春秋 F/ﾎ 

『ジュージュー』 吉本ばなな/著 文藝春秋 F/ﾖ 

ヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルトってってってって？？？？    

 

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。 

 

『『『『コピックコピックコピックコピックをはじめようをはじめようをはじめようをはじめよう』』』』    

加藤春日・碧風羽／著 飛鳥新社 726.5726.5726.5726.5カカカカ 

 パソコンも絵の具も使わずに、多彩な色を

表現できる画材・コピック。これからコピッ

クをはじめようという人へ向けて、マンガ家

やイラストレーターとして活躍中の加藤春日

さんと碧風羽さんの二人が、実際に着色の課

程を示しながら、コピックの多様な使い方を

基礎から紹介しています。 

 

『『『『ドラゴニアドラゴニアドラゴニアドラゴニア王国物語王国物語王国物語王国物語』』』』    

みおちづる／著 角川書店 FFFFミミミミ 

竜と人が共存する王国、ドラゴニア。頼ま

れた荷物を届ける「走り屋」の娘リンディは、

ある日竜術師の男から依頼を受ける。しかし、

大金と引き換えに託された荷物は、次代の王

を決める「王竜の卵」だった。ドラゴニアの

未来を左右する大切な荷物を背負って、待ち

受ける様々な困難を乗り越えながら走り続け

た少女の物語。 

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。 

本の背表紙の下部に数字とカタカナを記載した、こ

のようなラベルが貼ってあるのをご存知でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

このラベルのことを「請求記号」といいます。本の

住所のようなものだと思ってください。 

 

 ラベルの上段の数字を「分類記号」といいます。この

数字は本の内容をあらわしています。 

 

 次にラベルの下段のカタカナを「図書記号」といいま

す。このカタカナは本を書いた人の名前の頭文字です。 

 

 図書館の本は、この分類記号順に並べられた後、さら

に図書記号順に並べられています。したがって、同じ

内容の本は一緒に並んでいるということになります。 

 

自分がよく読む本の分類番号を覚えておけば、図書

館で本が探しやすくなりますよ。 

９３３９３３９３３９３３    

アアアア    

････････････分類記号分類記号分類記号分類記号    

････････････図書記号図書記号図書記号図書記号    

 

 



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

『『『『しぜんのきょうかしょしぜんのきょうかしょしぜんのきょうかしょしぜんのきょうかしょ』』』』    

左巻健男・稲山ますみ編著 文一総合出版 400/ｼ 

見えない空気を見る方法はあるの？など、身近な

自然や不思議な現象について、小学校の１、２年に

も理解できるようわかりやすく説明しています。水

や空気、太陽の光、宇宙や気象について、簡単な材

料で作れる工作や実験を通じて楽しく学ぶことが

できます。 

 

『『『『ねずみのへやもありませんねずみのへやもありませんねずみのへやもありませんねずみのへやもありません』』』』    

ｶｲﾙ・ﾐｭｰﾊﾞｰﾝ/ぶん ﾌﾚﾔ・ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ/え 角田光代/やく  

岩崎書店 E/ﾌ    

    部屋がいくつあるのか分からない程の大きな家に、

お母さんと暮らすクリストファー。ある時、オーケ

ストラやサーカス団が次々にやってきて、楽器の演

奏や、空中ブランコの練習をしたり、家中が大騒ぎ！

ついに部屋がいっぱいになってしまったけれど、忙

しいお母さんは気が付かず…。2008年児童書最優

秀デザイン賞を受賞。 

『『『『あたしのまざあぐうすあたしのまざあぐうすあたしのまざあぐうすあたしのまざあぐうす』』』』    

ふくだじゅんこ/絵 北原白秋/訳 冨山房インターナショナ

ル 931/ｱ 

マザー・グースの独特な世界を、訳者の北原白秋

は「不思議で美しくて、おかしくて、ばかばかしく

て、おもしろくて、なさけなくて、おこりたくて、

わらいたくて、うたいたくなる」と表現しています。

２０００年ボローニャ国際絵本原画展で入選したイ

ラストが、マザー・グースの世界へといざないます。 

 

『『『『絵本絵本絵本絵本    マボロシマボロシマボロシマボロシのののの鳥鳥鳥鳥』』』』    

影絵/藤城清治 原作・文/太田光 講談社 E/ﾌ 

いつの時代のどこで起こったことかは、全くわか

らない。小さなオリオン劇場には、身動きできぬほ

どの人が集まり、魔人チカブーの芸「マボロシの鳥」

を今か今かと待っていた！爆笑問題・太田光氏の同

名小説に魅了された藤城清治氏が、全４０枚の絵を

約3ヶ月という速さで完成させた意欲作。 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

新刊 

夏の思い出を飾ってみよう！ 

夏休みに海や山、旅先で撮った写真。また折り紙・切り紙で作った作品や絵を、手づくりのカード立てに飾

ってみませんか。    作り方     

             ①色画用紙または厚紙を、図１のサイズに切り、山折り・谷折り線に沿って 

折る。（図 1）               （図２） 

 

                             （Ａ） 

 

 

 

 

 

②（図２）の（Ａ）の部分に写真を置き、   ③カード立ての上部（  の部分）にパンチで穴を開け、

写真の大きさに合わせて、四隅にカード    リボンやモールを通す。 

留めを貼る（▲印）。 

 

 

 

 

 カード留めは、余った色画用紙などでＯＫ！      おきにいりの写真やカードを飾れば完成！ 

 右の図のように、白い部分に両面          図書館のカウンターに見本を置いていますので、

 テープを貼って、留めるとよい。          参考にどうぞ。 

 

カード（写真）立てやカード作りの参考図書 

『もっとつくってみよう！』浦嶋洋子 カワイ出版 750/ｳ 

『教室壁かざりアイデア集２-２』丹伊田弓子/指導・監修 学研 750/ｷ 

『おりがみランド！』金杉登喜子/著 日本文芸社 754/ｶ 

『切り紙昆虫館』今森光彦/作 童心社 754/ｲ 

用意するもの 

・色画用紙または厚紙  

・定規 ・はさみ 

・リボン、モール、ひも

など。 

・ 両面テープ 

・ 鉛筆、消しゴム 

・ 穴あけパンチ 

山折り 

谷折り 

 



    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

☆☆☆☆    

１４１４１４１４    

    

１５１５１５１５    

休館休館休館休館    

１６１６１６１６    １７１７１７１７    

    

１８１８１８１８    

    

１９１９１９１９    

◎◎◎◎    

２０２０２０２０    

    

２１２１２１２１    ２２２２２２２２    

休館休館休館休館    

２３２３２３２３    ２４２４２４２４    

    

２５２５２５２５    

    

２６２６２６２６    

    

２７２７２７２７    

☆☆☆☆    

２８２８２８２８    ２２２２９９９９    

休館休館休館休館    

３０３０３０３０    ３１３１３１３１            

    

    

    

 

                                  よりよりよりより    

   絵本を寄贈していただきました 

８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～   

 

７７７７月月月月 26262626 日日日日((((火火火火))))阿品市民阿品市民阿品市民阿品市民センターセンターセンターセンターでででで夏休夏休夏休夏休みみみみ企画企画企画企画のおはなのおはなのおはなのおはな

しししし会会会会をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。たのしいおはなしたのしいおはなしたのしいおはなしたのしいおはなし会会会会のののの後後後後はははは暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏にににに

ピッタリピッタリピッタリピッタリののののハワイハワイハワイハワイののののランチランチランチランチ作作作作りにりにりにりに挑戦挑戦挑戦挑戦ですですですです。。。。元気元気元気元気いっぱいっぱいっぱいっぱ

いのいのいのいの小学生小学生小学生小学生ととととボランティアボランティアボランティアボランティアさんのさんのさんのさんの協力協力協力協力でででで、、、、おいしいおいしいおいしいおいしいロコロコロコロコ

モコモコモコモコ丼丼丼丼ととととバナナバナナバナナバナナののののスムージースムージースムージースムージーができましたができましたができましたができました。。。。 

� 『おこめができた』 片野隆司写真撮影 チャイルド本社 E ｶ 

� 『たまごさんがね…』 とよたかずひこ さく・え 童心社 E ﾄ 

� 『ハンバーグ ハンバーグ』 武田美穂作 ほるぷ出版 E ﾀ 

� 『やさいのおなか』 きうちかつさく・え 福音館書店 E ｷ 

� 『せかいいちおいしいスープ』 ﾏｰｼｬ・ﾌﾞﾗｳﾝ文・絵  

こみねゆう訳 岩波書店 E ﾌ 

� 『ひもほうちょうもつかわない平野レミのお料理ブック』  

平野レミ文 和田唱・和田率絵 福音館書店 E ﾜ 

 

図書館図書館図書館図書館にはにはにはには児童向児童向児童向児童向

け のけ のけ のけ の 料 理料 理料 理料 理 のののの 本本本本 やややや

『『『『食食食食べものべものべものべもの』』』』にににに関関関関

するするするする本本本本がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん

ありますありますありますあります。。。。ぜひぜひぜひぜひ借借借借

りにきてくださいりにきてくださいりにきてくださいりにきてください!!!! 

昨年に引き続き、「国際ソロプチミストウエストひろしま」に絵本の寄

贈をいただきました。同団体は、女性のみで組織し「地域支援と女性の

ための変化をもたらす」をテーマに多方面にわたる奉仕活動を繰り広げ

ています。頂いた絵本は、児童コーナーにある「この本おもしろいよ」

絵本リストに掲載している本を集めた展示コーナーにあります。 

 

おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会ではではではでは美術美術美術美術ギャギャギャギャ

ラリーラリーラリーラリーからおからおからおからお借借借借りしたりしたりしたりした、、、、ハワハワハワハワ

イイイイのののの民芸品民芸品民芸品民芸品のののの紹介紹介紹介紹介やややや『『『『料理料理料理料理』』』』

がしてみたくなるようながしてみたくなるようながしてみたくなるようながしてみたくなるような楽楽楽楽

しいおはなしをしいおはなしをしいおはなしをしいおはなしを読読読読みましたみましたみましたみました。。。。

おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会でででで読読読読んだんだんだんだ絵本絵本絵本絵本をををを

紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

 


