
 

 

      
    
      
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

休館休館休館休館    

３３３３    

休館休館休館休館    

４ ５５５５    

    

６６６６    

◎◎◎◎    

７７７７    

８８８８    ９９９９    

休館休館休館休館    

１０１０１０１０    １１１１１１１１    

    

１２１２１２１２    １３１３１３１３    １４１４１４１４    

☆☆☆☆    

１５１５１５１５    

    

１６１６１６１６    

休館休館休館休館    

１７１７１７１７    １１１１８８８８    １１１１９９９９    ２０２０２０２０    

◎◎◎◎    

２１２１２１２１    

    

２２２２２２２２    ２３２３２３２３    

休館休館休館休館    

２４２４２４２４    ２５２５２５２５    ２６２６２６２６    

休館休館休館休館    

２７２７２７２７    
２８２８２８２８    

☆☆☆☆    

２２２２９９９９    ３０３０３０３０    
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応援してます! 

平清盛平清盛平清盛平清盛        

 

◎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 

４月の図書館カレンダー 

 

 

５月の館内整理日 

２４日（木） 

※※※※第第第第４４４４木曜日木曜日木曜日木曜日がががが祝日祝日祝日祝日にあたるにあたるにあたるにあたる場合場合場合場合はそのはそのはそのはその前日前日前日前日になりますになりますになりますになります。。。。    

 

※※※※大野図書館大野図書館大野図書館大野図書館・・・・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、、、、従来従来従来従来どおりどおりどおりどおり月曜休館月曜休館月曜休館月曜休館となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

 

４月の館内整理日 

２６日（木） 



今月の新刊（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。 
 

『脳を創る読書』 坂井邦嘉/著 実業之日本社 019 /ｻ 

『これからのリーダーに贈る１７の言葉』 佐々木常夫/著 ＷＡＶＥ出版 159/ｻ 

『図説平清盛がよくわかる！厳島神社と平家納経』 日下力/監修 青春出版社 175.9/ｽ 

『平清盛』 ＮＨＫ出版 H289.1/ﾀ 

『私が弁護士になるまで』 菊間千乃/著 文藝春秋 327.0/ｷ 

『３０代４０代のための転職成功ガイド』 中谷光宏/著 秀和システム 366.2/ﾅ 

『不思議で美しい石の図鑑』 山田英春/著 創元社 458/ﾔ 

『食べる薬草事典』 村上光太郎/著  農山漁村文化協会 493.1/ｶ 

『女性に役立つ広島ホスピタルガイド２０１２年版』 ガリバープロダクツ 498.1/ｼ 

『すぐできる！「地震に強い家」にする８０の方法』 高森洋/著 講談社 524.9/ﾀ 

『酒粕のおいしいレシピ』 なかじ/著 農山漁村文化協会 596/ﾅ 

『焼かないでつくれる！きれいになるロータルトレシピ』 仲里園子/他著 講談社 596.6/ﾅ 

『平野レミのあかちゃんといっしょにごはん』 平野レミ/著 金の星社 599.3/ﾋ 

『農家が教える家庭菜園 春夏編』 農文協/編  農山漁村文化協会  626.9/ﾉ 

『食卓に迫る危機』 八木信行/著  講談社 661.1/ﾔ 

『世界軍歌全集』 辻田真佐憲/著 社会評論社 767.6/ﾂ 

『基本から戦術までよくわかる女子バレーボール』 秋津修/監修 実業之日本社 783.2/ｷ 

『完全言語の探求』 ウンベルト・エーコ/著 潮出版社 911.1/ｱ 

『日本の歳時記』 宇多喜代子/編著  小学館 L911.3/ﾆ 

『毎日が大河』 田淵久美子/著  幻冬舎 914.6/ﾀ 

『ドストエフスキー』 山城むつみ/著  講談社 980.2/ﾄ 

『降霊会の夜』 浅田次郎/著  朝日新聞出版社 F/ｱ 

『ＰＫ』 伊坂幸太郎/著  講談社 F/ｲ 

『紙の月』 角田光代/著  角川春樹事務所 F/ｶ 

『スクウェア』１・２ 福田和代/著  東京創元社 F/ﾌ 

『日光代参』 佐伯泰英/著  新潮社 BF/ｻ 

 

 

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。 

『『『『ジェンナジェンナジェンナジェンナ    奇跡奇跡奇跡奇跡をををを生生生生きるきるきるきる少女少女少女少女』』』』    

メアリ・E・ピアソン／著 小学館 933933933933ヒヒヒヒ 

一年半前に事故にあって、二週間前に目覚めた

“わたし”。でも両親のことも、事故のことも、

かつての“わたし”――ジェンナ・フォックスの

ことも、何も覚えてはいなかった。両親の言うと

おり、“わたし”は一時的な記憶喪失なのか、そ

れとも…？  親子の葛藤、切ない恋愛、思春期の

少女の心の動きを巧みに描く。 

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

『『『『特別授業特別授業特別授業特別授業3.11 3.11 3.11 3.11 君君君君たちはどうたちはどうたちはどうたちはどう生生生生きるかきるかきるかきるか』』』』    

あさのあつこ／ほか著 河出書房新社 369369369369トトトト 

東日本大震災が起こって、１年が経ちました。 

「3.11」から何を学び、何を考え、そしてこれか

らをどう生きるか。未来を担う若者たちへ、あさの

あつこさん（国語）、池澤夏樹さん（歴史）、鷲田

清一さん（倫理）らが先生となって、全９科目の紙

上授業を行っています。巻末に「数字で見る3.11」

の資料付き。 

 



季節季節季節季節をたのしむおはなしをたのしむおはなしをたのしむおはなしをたのしむおはなし会会会会 inininin はつかいちはつかいちはつかいちはつかいち美術美術美術美術ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー    

 

はつかいち美術ギャラリーにて 2012 年 2 月 16 日～3 月 11 日に開催されたウッドワン美術館収蔵作品

展「四季彩彩」。この展覧会の関連行事として、四季折々の情趣が表された絵画作品の前で、春夏秋冬を感じ

ることができる絵本の読み聞かせを中心としたおはなし会を図書館職員が行いました。 

春の満開の桜、夏の戸外に広がる新緑、秋の山々の紅葉、そして冬の真っ白な雪景色。そのような季節感溢

れる絵画を背景に楽しむ絵本の世界。みなさんもイメージを膨らませてみませんか。 

♪～プログラム～♪ 

春  ①♪わらべうた「祇園の夜ざくら」（参考：『わらべうたで遊ぼう』増田良子/著 一光社 376.1/ﾏ） 

②『『『『さくらさくらさくらさくら』』』』長谷川摂子/文 矢間芳子/絵・構成 福音館書店 E/ﾔ 

③『『『『仔牛仔牛仔牛仔牛のののの春春春春』』』』五味太郎/作 偕成社 E/ｺ 

 夏  ④『『『『ひまわりひまわりひまわりひまわり』』』』和歌山静子/作 福音館書店 E/ﾜ 

⑤『『『『むんむんあついひむんむんあついひむんむんあついひむんむんあついひ』』』』こいでやすこ/さく 福音館書店  E/ｺ 

 秋  ⑥『『『『もりのてぶくろもりのてぶくろもりのてぶくろもりのてぶくろ』』』』八百板洋子/ぶん  ナターリヤ・チャルーシナ/え  福音館書店  E/ﾁ 

 冬  ⑦『『『『ゆきのひゆきのひゆきのひゆきのひ』』』』エズラ=ジャック=キーツ/ぶん・え きじまはじめ/やく 偕成社 E/ｷ 

    ⑧♪わらべうた「ひとやまこえて」 

（参考：『幼稚園・保育園のわらべうた・あそび 秋冬』畑玲子/ほか著 明治図書出版 376.1/ﾖ） 

⑨『『『『てぶくろてぶくろてぶくろてぶくろ』』』』ウクライナ民話 ｴｳｹﾞｰﾆｰ･Ｍ･ﾗﾁｮﾌ/え うちだりさこ/やく 福音館書店 E/ﾗ 

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

『『『『セコイアセコイアセコイアセコイア――――世界世界世界世界でいちばんでいちばんでいちばんでいちばん高高高高いいいい木木木木のはなしのはなしのはなしのはなし――――』』』』    

ｼﾞｪｲｿﾝ ﾁﾝ/作 萩原信介/訳 福音館書店 E/ﾁ 

セコイアの本を手にした少年は、読み進むうちに

不思議な世界へ入り込みます。そこは、恐竜時代か

らある杉の仲間、セコイアがそびえる森でした。セ

コイアは、トマトの種ほどの小さな種から育ち、自

分で雨を作り、周りの生物と共生しています。少年

の目を通してセコイアのことが見えてくる絵本です。 

 

『『『『星星星星どろぼうどろぼうどろぼうどろぼう』』』』    

ｱﾝﾄﾞﾚｱ･ﾃﾞｨﾉﾄ/ぶん ｱｰﾉﾙﾄﾞ･ﾛｰﾍﾞﾙ/え ほるぷ出版 E/ﾛ 

星にさわりたくてたまらないどろぼうは、空には

しごをかけ、星を全部とってしまいました。それに

気づいた村人たちは、月にわなをかけて、どろぼう

を捕らえ星をとりもどしましたが･･･。ユーモラスな

文と、さまざまな形に描かれた星の絵が楽しいファ

ンタジー絵本です。 

 

そのそのそのその他他他他のののの新刊新刊新刊新刊 

いのちつぐいのちつぐいのちつぐいのちつぐ「「「「みとりびとみとりびとみとりびとみとりびと」」」」シリーズシリーズシリーズシリーズ①①①①『『『『恋恋恋恋ちゃんはじめてのちゃんはじめてのちゃんはじめてのちゃんはじめての看取看取看取看取りりりり』』』』国森康弘/写真・文  農文協 490/ｸ 

『『『『希望希望希望希望のののの筆筆筆筆－－－－ダウンダウンダウンダウン症症症症のののの書家書家書家書家・・・・金澤翔子物語金澤翔子物語金澤翔子物語金澤翔子物語－－－－』』』』丘修三/文 佼成出版社 728/ｶ 

  ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」の題字を書いたダウン症の書家・金澤翔子さんの素顔を紹介。 

  

新刊 

四季彩彩 

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災からからからから 1111 年年年年をををを経経経経てててて。。。。----新刊新刊新刊新刊のののの中中中中からからからから関連図書関連図書関連図書関連図書をををを抜粋抜粋抜粋抜粋----    

『『『『心心心心のおくりびとのおくりびとのおくりびとのおくりびと－－－－東日本東日本東日本東日本大震災大震災大震災大震災    復元納棺師復元納棺師復元納棺師復元納棺師－－－－』』』』今西乃子/著  浜田一男/写真 金の星社 369/ｲ    

『『『『3.113.113.113.11 がががが教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた防災防災防災防災のののの本本本本』』』』①①①①地震地震地震地震    ②②②②津波津波津波津波    ③③③③二次災害二次災害二次災害二次災害    ④④④④避難生活避難生活避難生活避難生活   

片田敏孝/監修  かもがわ出版 369/ｻ 

『『『『みんなをみんなをみんなをみんなを守守守守るいのちのるいのちのるいのちのるいのちの授業授業授業授業－－－－大大大大つなみとつなみとつなみとつなみと釜石釜石釜石釜石のののの子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち－－－－』』』』    

片田敏孝、ＮＨＫ取材班/著 釜石市教育委員会/協力 NHK出版 374/ﾐ 

『『『『新新新新・・・・地震地震地震地震をさぐるをさぐるをさぐるをさぐる』』』』島村英紀/著  さ･え･ら書房 453/ｼ 

『『『『みんながみんながみんながみんなが知知知知りたいりたいりたいりたい放射線放射線放射線放射線のののの話話話話』』』』谷川勝至/著 少年写真新聞社 539/ﾀ 

『『『『放射線放射線放射線放射線になんかになんかになんかになんか、、、、まけないぞまけないぞまけないぞまけないぞ！！！！』』』』木村真三/監修  坂内智之/文 柚木ミサト/絵  太郎次郎社ｴﾃﾞｨﾀｽ 539/ﾊ 

『『『『春春春春をををを待待待待つつつつ里山里山里山里山－－－－原発事故原発事故原発事故原発事故にゆれるにゆれるにゆれるにゆれるフクシマフクシマフクシマフクシマでででで－－－－』』』』山口明夏/写真  会田法行/文 ポプラ社 543/ｱ 

『『『『子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに伝伝伝伝えたいえたいえたいえたい    原発原発原発原発がががが許許許許されないされないされないされない理由理由理由理由』』』』小出裕章/著  東邦出版 543/ｺ 

『『『『奇跡奇跡奇跡奇跡のののの一本松一本松一本松一本松』』』』なかだえり/絵・文  汐文社 E/ﾅ 

『『『『津波津波津波津波    TSUNAMITSUNAMITSUNAMITSUNAMI』』』』キミコ･カジカワ/再話 エド・ヤング/絵 小泉八雲/原作  グランまま社 E/ﾔ 



 

      

  今月の中央展示は、 

「さつき読書会で読んだ本」です!! 
      
 

   さつき読書会は、はつかいち市民図書館で読書会講座を平成２０年度に実施したのがき

っかけで始まった大人のための読書グループです。今年で５年目となり、 

読書会で課題図書になった本も６７作品となりました。読書会が始まって 

から課題図書としてメンバーが選んだ図書を集めて展示します。 

 

 

                        

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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＞＞＞＞『『『『日系移民日系移民日系移民日系移民にににに関関関関するするするする本本本本』』』』    

はつかいち美術ギャラリーで開催される『ごくろうさま：ハワイの日系二世 BRAIAN Y．SATO

写真展』。ブライアン陽一佐藤氏がハワイ移民二世の歴史や文化を９年間に渡って記録し続けた写真を

展示しています。この写真展にちなんで、はつかいち市民図書館にある、日系移民に関する本を集めて

展示してます。 

 

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『２００２００２００２００８８８８年年年年～～～～２０１２２０１２２０１２２０１２年本屋大賞年本屋大賞年本屋大賞年本屋大賞ノミネーノミネーノミネーノミネートトトト作品作品作品作品』』』』    

   全国の書店員が自分で読んで「面白かった」「お客様にも薦めたい」「自分の店で売りたい」と思っ

た本を選び投票して決める「本屋大賞」。２０１２年の本屋大賞の結果は４月に発表される予定です。 

今月のテーマ展示は２０１２年の本屋大賞にノミネートされた作品と合わせて、過去４年（２００８

年～２０１１年）分のノミネート作品も展示しています。この機会に本屋大賞に選ばれた本をぜひ手に

とってみてください。 

◆活 動 日：毎月第３水曜日 ９：３０～１２：００ 

◆◆◆◆活動活動活動活動場所：さくらぴあ会議室等 

◆講  師：深 川 賢 郎  先生 

◆参 加 費：１，２００円／１ヵ月（３ヶ月分前納） 

      お問い合わせ はつかいち市民図書館  

�２０-０３３３ 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの課題図書課題図書課題図書課題図書    

・やまない雨 

・思考の整理学 

・母の言いぶん 

・中年ちゃらんぽらん 

・４ＴＥＥＮ 

・蔵 上･下巻 

・生きているかぎり 

・老人と海 

・花影の花 

・日本人の誇り 他 

 

本を好きな者同士、一緒に感動と癒しのゆったりした時間

をすごしてみませんか！ 

１回ごとに１冊ずつ課題図書を読み、感想や疑問点を話し

合います。作品を読み深める過程での発見の楽しさ、仲間と

語らう喜びもあります。 

 


