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より多くの皆さまに気持ち良く利用していただくために、はつかいち市民図書館では入り口横にご意見
箱を設置しています。
図書館を利用する上で気にかかることがございましたら、こちらにご意見・ご要望をお寄せ下さい。
回答が必要な方には、図書館から直接ご本人に回答しています。
回答が不要の場合でも、公開の必要があると思われるものは匿名で公開し回答させていただきます。
皆さまのご意見を取り入れながら、現状を見直し、これからのサービス向上に努めていきたいと考えて
おりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
また、今回は４ページ目に、最近寄せられたご意見のなかから、一部をご紹介しています。

《中央展示
中央展示》
中央展示

『この
この本
この本おもしろいよ』
おもしろいよ
《さくらぴあ展示
さくらぴあ展示》
展示》

『錦織健テノール
錦織健テノール・
テノール・リサイタル』
リサイタル』

小学生・中学生向けに、夏休みに読むのにオス
スメの本を集めて展示しています。
小学生低学年・中学年・高学年、そして中学生の

７月２９日（日）さくらぴあ大ホールで「錦織
健 テノール・リサイタル」が行われます。コン
サートをもっと楽しめるように、オペラや声楽
に関する本を集めています。

《テーマ展示
テーマ展示》
展示》
それぞれの年代に合わせて、たくさんの本を用意し
ました。この機会にぜひ手にとってみてください。
もし夏休み中に読みきれそうになくても、リストを
作って置いていますので、持って帰って気になる本
からじっくり読んでいきましょう！

『手紙を
手紙を送ろう』
ろう』
・

・

７月２３日はふみ月ふみ の日。大切なあ
の人へ手紙や葉書を送ってみませんか。手
紙の書き方や絵葉書を描く時に参考になる
資料を展示しています。

新刊

こ ど も の ほ ん

『バッタさんのきせつ
バッタさんのきせつ』
さんのきせつ』

『おうさまのおひっこし』
おうさまのおひっこし』

エルンスト・クライドルフ/作 佐々木田鶴子/訳
ほるぷ出版 Ｅ/ｸ

牡丹靖佳/作 福音館書店 E/ﾎ

忠実に描かれた馬に乗るバッタたちの絵。それに
添えられた詩は「お馬にのったバッタさん 輪にな
ってボールのなげっこ じょうずにボールをうけと
らないと お馬からおりてばつゲームだよ」
。小さな
生き物の世界を愛した詩人画家、クライドルフの美
しい絵本です。

王様が花に水をやろうと
「花に水を…」
と言うと、
お供たちは庭に池を作ってしまい、泥で汚れたロバ
を見て「きれいに」と言うとペンキを塗ってしまい
ます。照れ屋の王様と慌てん坊のお供たちが繰り広
げる珍騒動の数々！目を凝らすと、緻密な絵にもユ
ーモアが満ちています。

『テディ･
テディ･ロビンソンの
ロビンソンの
たんじょうび』
たんじょうび』
ジョーン・G．ロビンソン/作・絵 小宮由/訳 岩波書店
933/ﾛ

くまのぬいぐるみテディ･ロビンソンはデボラの
家に来てから、まだ一度も誕生日を祝ってもらった
ことがありません。
そこでデボラは仲良しのテディ･
ロビンソンのために、友だちやぬいぐるみたちを招
待してパーティーをすることにしました。よそいき
の服を着、デボラが作ってくれた王冠をかぶったテ
ディ･ロビンソンはまるで王様になった気分で大は
しゃぎ！表題作を含む本邦初訳の６話を収録。

語り手（ストーリーテラー）
ストーリーテラー）が、昔話や
昔話や創作の
創作の物
語などを覚
などを覚えて語
えて語り聞かせるおはなし会
かせるおはなし会です。
です。
いつもの絵本
いつもの絵本を
絵本を中心と
中心としたおはなし会
したおはなし会とは違
とは違い、
聞き手のみなさんがそれぞれおはなしの世界
のみなさんがそれぞれおはなしの世界を
世界をイ
メージし
メージし、心の中で楽しむのがストーリーテリング
しむのがストーリーテリング
の魅力です
魅力です。
です。幼児から
幼児から大人
から大人まで
大人まで参加
まで参加できます
参加できます。
できます。
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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。

『この絵本が好き！ ２０１２年版』 別冊太陽編集部/編 平凡社 019.5/ｺ
『超常現象の科学』 リチャード・ワイズマン/著 文藝春秋 147/ﾜ
『中世ヨーロッパの城塞』 Ｊ．Ｅ．カウフマン/他共著 マール社 230.4/ｶ
『ＦＢＩ秘録』 ロナルド・ケスラー/著 原書房 317.9/ｹ
『よくわかる社会不安障害』 山田和夫/監修 主婦の友社 493.7/ﾖ
『旨塩麹のもっとおいしいレシピ』 タカコ・ナカムラ/著 徳間書店 596/ﾀ
『いますぐ使える家庭菜園・農園道具の便利帳』 原由紀子/著 原達昭/監修 大泉書店 626.9/ﾊ
『世界遺産なるほど地図帳』 講談社/編 講談社 L709/ｾ
『漢字の魔力』 佐々木睦/著 講談社 821.2/ｻ
『アーサー王伝説』 ロザリンド・カーヴェン/著 原書房 930.2/ｶ
『岳飛伝』１ 北方謙三/著 集英社 F/ｷ
『あなたが愛した記憶』 誉田哲也/著 集英社 F/ﾎ
『大往生したけりゃ医療とかかわるな』 中村仁一/著 幻冬舎 Ｓ490.1/ﾅ
『人間の基本』 曽野綾子/著 新潮社 S914.6/ｿ

新刊

こ ど も の ほ ん

その他
その他の新刊
『チンギス・
チンギス・ハンの
ハンの墓はどこだ？
はどこだ？』白石典之/著 くもん出版 289/ﾁ
『シリーズ鳥獣害
シリーズ鳥獣害を
鳥獣害を考える①
える①カラス 人はなぜカラス
はなぜカラスとともだちになれないの
カラスとともだちになれないの？
とともだちになれないの？』杉田昭栄/監修
農文協 615/ｼ

※シリーズ②イノシシ、③シカ、④サル、⑤モグラ、⑥ハクビシン・アライグマ

うみんちゅ

『私は 海 人 写真家』
写真家』古谷千佳子/著 岩崎書店 740/ﾌ
『こんにちはといってごらん』
んにちはといってごらん』ﾏｰｼﾞｮﾘ-･W.ｼｬｰﾏｯﾄ/作 ﾘﾘｱﾝ･ﾎｰﾊﾞﾝ/絵 さがのやよい/訳 童話館出版 933/ｼ
※『こんにちは、バネッサ』の題名で、岩崎書店より１９８４年に刊行されたものを、翻訳を新たにして出版。
『こぶたのプー
こぶたのプーと
プーと青いはた』
いはた』ｶｰﾗ･ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽﾞ/作 ﾚｲﾆｲ･ﾍﾞﾈｯﾄ/絵 代田昇/訳 童話館出版 933/ｽ
※初版が１９８０年に岩崎書店から出版された作品の復刊
『中をそうぞうしてみよ』
をそうぞうしてみよ』佐藤雅彦＋ユーフラテス 福音館書店 E/ﾅ
※かがくのとも 2008 年１月号のハードカバー化

ミニブックトーク
どうぶつ でてこい！！
でてこい！！
みなさんの周りにはどんな動物がいますか？家でイヌやネコなどのペットを飼ったり、学校でうさ
ぎやにわとりを育てているかもしれませんね。今月は動物が出てくる楽しいおはなしシリーズを紹介
します。

とても知りたがり屋のこざるのじょーじは、動物園から飛び出して町へやってきました。レストラ
ンでお鍋を覗きスパゲッティーまみれになってしまいますが、４本の手で手早く皿洗いをしてコック
さんを助けます。するとコックさんはじょーじに、ビルの窓ガラスふきの仕事を紹介してくれました。
軽々と窓を移動してガラスをふいていると、ある部屋の中でおもしろい仕事を見つけました。じょー
じはその部屋に入って、自分もやってみることにしたのですが…。人気シリーズ「おさるのジョージ」
の原点。（
（①）
東８８番通りの家に引っ越してきたプリムさん一家。
「シュッ，シュッ，バシャン，バシャン」と
不思議な音がする部屋を開けると、なんとそこには大きなワニが！飼い主から世話を頼まれた一家
は、逆立ちしたりフラフープを回したり、上手に家の手伝いもするワニのライルとすぐに仲良しにな
ります。そしてすっかり家族の一員になったライルでしたが、ある日飼い主からワニをかえしてほし
いと手紙が届きます。（
（ ②）
フランシスはいつでもおいしくて、安心して食べられるジャムつきパンが大好きです。家族みんな
がおいしいそうにたまごやカツレツを食べていても、ジャムつきパンしか食べません。ある朝、みん
なはできたてのたまごのせトーストを食べているのに、お母さんはフランシスにジャムつきパンを出
してくれただけでした。そして昼になり、隣の席のアルバートはサンドイッチやデザート入りのお弁
当ですが、フランシスはまたジャムつきパンだけです。朝も昼も大好きなジャムつきパンで嬉しいは
ずのフランシスですが、なんだか元気がありません。
他にも『フランシスのいえで』『フランシスとたんじょうび』など有。（
（③）
①『ひとまねこざる』
ひとまねこざる』Ｈ.Ａ.レイ/
レイ/文，絵 光吉夏弥/
光吉夏弥/訳 岩波書店 Ｅ/ﾚ
②『ワニの
ワニのライルがやってきた
ライルがやってきた』
がやってきた』Ｂ・ウェーバー/
ウェーバー/さく 小杉佐恵子/
小杉佐恵子/ やく 大日本図書 E/ｳ
E/ｳ
③『ジャムつき
ジャムつきパン
つきパンと
パンとフランシス』
フランシス』ﾗｯｾﾙ･
ﾗｯｾﾙ･ﾎｰﾊﾞ
ﾎｰﾊﾞﾝ/さく ﾘﾘｱﾝ･
ﾘﾘｱﾝ ･ﾎｰﾊﾞ
ﾎｰﾊﾞﾝ /え まつおかきょうこ/
まつおかきょうこ/やく 好学社 Ｅ/ﾎ
★７月６日～８月１９日に東広島市立美術館で開催される第２７回現代絵本作家原画展「絵本の中の
どうぶつたち」にちなみ、児童新刊図書コーナー横では８月２２日まで動物が登場する絵本やミニブ
ックトークで紹介した絵本のシリーズを集めて展示しています。こちらも合わせてご覧ください。

最近ご意見箱に寄せられたご意見・ご要望の中から、二つ紹介いたします。

冷房が
冷房が効きすぎてゆっくり本
きすぎてゆっくり本が読めません。
めません。
図書館で
図書館で働いている人
いている人の為の環境づくりですか
環境づくりですか？
づくりですか？
年配や
年配や身体の
身体の弱い方、幼児等々
幼児等々冷房が
冷房が身体にきついと
身体にきついと感
にきついと感じる方
じる方は、ただ我慢
ただ我慢して
我慢して
いるしかないのですか。
いるしかないのですか。何度来ても
何度来ても効
きすぎの冷房をうらめしく
います。
ても効きすぎの冷房
冷房をうらめしく思
をうらめしく思います。

大変申し訳ございませんでした。
施設の構造上、冷暖房の温度設定が難しく、館内一番奥の冷房が
効きすぎる傾向にあります。
今後は、館内の巡回を増やし、その都度室温を確認して調整いたします。
それでも寒かったり、暑かったりした場合は、お手数ですがカウンターの
職員まで声をお掛け下さい。

いろんな本
いろんな本があってたのしい。
があってたのしい。
それにしらべものがあったら、
それにしらべものがあったら、いろいろしらべることが
いろいろしらべることができてちょうべんり
しらべることができてちょうべんり。
できてちょうべんり。

いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
そう言ってもらえると、とても嬉しいです。
また調べもので何か分からないことがあったら、気軽に
相談カウンターに声を掛けてください。

貴重なご意見をありがとうございます。いただいたご意見は今後の運営の参考にいたします。
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７月の図書館カレンダー
◎ちいさいこのためのおはなし会
日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６
◎

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

【対象】乳幼児
【時間】1 回目 11 時～
2 回目 11 時 30 分～
※相談窓口で整理券をお渡ししています。
カウンターにお問い合わせください。

☆
☆おはなし会
１５

１６

１７

１８

１９

２０
◎

２１
■

２２

２３

２４

２５

２６
休館

２７

２８
☆

【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
ストーリーテリングのおはなし会
のおはなし会
【対象】幼児～大人
【時間】１１時～

２９

３０

３１
※場所はいずれも図書館会議室です。

