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今年も人形劇が「図書館まつり」にやってきます。観覧希望の方は往復はがきでお申し込みください。

≪問い合わせ先≫
〒738-0023 廿日市市下平良 1-11-1

はつかいち市民図書館

≪申込方法≫
往復はがきに「人形劇」希望と、
①名前（申込者全員の氏名。ただし４名以内）、
②住所、③電話番号をご記入の上、返信面に住
所・氏名を忘れずに書いてはつかいち市民図書館
まで送付してください。
※３歳未満の子どもさんは、申込みは不要です（はがき
に「３歳未満○名」と記入してください）
。

≪申込締切≫平成２４年１０月６日（土）必着

《中央展示》

《テーマ展示》
『体の中から美しく！』

『災害から身を守るために』

夏の疲れをリセットして、中からも外からもキレ
イになりませんか？
体に良い料理やマッサージ、ダイエット等の癒
されながら美しくなれる本を集めました。

地震、津波、噴火･･･突然起こる災害に備えて、
防災に関する資料を集めて展示しています。
災害が起こる前に準備しておくこと、起こった時
に身を守る方法など、この機会に見直してみませ
んか？

《さくらぴあ展示》
『神楽を楽しむ』
９月２３日（日）にさくらぴあ大ホールで「第１２回
さくらぴあ神楽共演大会」が行われます。
この大会に合わせて、神楽や日本の祭り、神話
に関する資料を集めています。

※インターンシップの高校生が準備してくれました！

《テーマ展示②》
『認知症を知ろう』
９月２１日から一週間をオレンジリング週間
（認知症理解促進強化週間）と位置づけ、県で
は講演会や相談会等を開催しています。
認知症に対する知識や、介護の仕方、予防
法など、認知症の理解を深める資料を展示し
ています。

８月２日（木）・３日（金）、７日（火）、１０日（金）・１１日（土）の
５日間、県立佐伯高等学校から高校生が１名、インターンシッ
プに来ました。
インターンシップとは、学生のうちから企業などの実務を実
際に体験することです。

８月２日・３日・１０日・１１日は、はつかいち市民さいき図書館
で、８月７日は、はつかいち市民図書館でカウンター業務や配架
（返却された本を棚に戻す作業）を体験し、９月のテーマ展示を考
えてもらいました。
「体の中から美しく！」をテーマに資料を集めていますので、そち
らもぜひご覧になってみてください。

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。

『本の歴史文化図鑑』 マーティン・ライアンズ/著 春秋社 020.2/ﾗ
『置かれた場所で咲きなさい』 渡辺和子/著 幻冬舎 198.2/ﾜ
『世にも奇妙なマラソン大会』 高野秀行/著 本の雑誌社 290.9/ﾀ
『発達障害の子どもとつき合う本』 浅羽珠子/著 主婦の友社 378/ｱ
『雷博士が教える雷から身を守る秘訣』 北川信一郎/著 本の泉社 451.7/ｷ
『インターネットにおけるルール＆マナー公式テキスト』 インターネット協会 547.4/ｲ
『ホテル博物誌』 富田昭次/著 青弓社 689.8/ﾄ
『囲碁年鑑 2012』 日本棋院/著 795.0/ｲ
『レスキュー・ハンドブック』 藤原尚雄/著 羽根田治/著 山と渓谷社 786/ﾅ
『日本語教師になりたいあなたへ』 佐々木瑞枝/著 小学館 810.7/ｻ
『推理作家の家』 南川三治郎/文写真 西村書店 902.3/ﾐ
『サラダ好きのライオン』 村上春樹/文 大和書房 914.6/ﾑ
『空飛ぶ広報室』 有川浩/著 幻冬舎 F/ｱ
『残穢』 小野不由美/著 新潮社 F/ｵ
『ケルベロスの肖像』 海堂尊/著 宝島社 F/ｶ
『虚像の道化師』 東野圭吾/著 文藝春秋 F/ﾋ
『ひらいて』 綿矢りさ/著 新潮社 F/ﾜ
『お菓子の髑髏』 レイ・ブラッドベリ/著 筑摩書房 B933/ﾌ
『政宗遺訓』 佐伯泰英/著 幻冬舎 BF/ｻ

新刊

こ ど も の ほ ん

『小さいりょうしさん』

『オバケの長七郎』

マーガレット・ワイズ・ブラウン/文 ダーロフ・イプカー/
絵 やましたはるお/訳 ＢＬ出版 Ｅ/ｲ

ななもりさちこ/作 きむらなおよ/絵 福音館書店
913/ﾅ

大きい漁師さんは大きいふねで、小さい漁師さん
は小さいふねで魚をとりにいきます。大きな海の恵
を受けて、どちらのふねも大漁で港に帰ります。大
きいと小さいを対比しながらお話はリズミカルに進
みます。ブルー、オレンジ、黄色の明るい色彩で活
気ある港町やいきいきと働く漁師の姿を描きます。

やなぎした商店街の古道具屋「へなもんや」の源
ジイはある夜、白くて丸い物を拾いました。それは、
長七郎と名乗り、飛ぶことも消えることもできない
オバケでした。長七郎は店先の鳥かごの中に入れら
れ、30 円の値札をつけられると、誰もよりつかなか
った源ジイの店に子どもたちがやってきて…。二百
と五歳の長七郎と源ジイのゆかいな物語です。

その他の新刊
『リーコとオスカーと幸せなどろぼう石』アンドレアス・シュタインヘーフェル/作 森川弘子/訳
岩波書店 943/ｼ ※リーコとオスカーシリーズ完結編
『もっかい！』エミリー･グラヴェット/さく 福本友美子/やく フレーベル館 E/ｸ

小学 1～4 年生にオススメ！ミニブックトーク
夜空を見上げよう！月・星そしてはるかなる宇宙へ
昼間はまだまだ暑いですが、夜風が心地よい季節になってきました。そして夜空にはまんまるお月さ
ま！ 日本人初の宇宙飛行士・毛利衛さんは今から 20 年前（１９９２年）の９月１２日に宇宙へ飛び
立ちました。読書もいいけど、ちょっと外に出て虫の音を聴きながら、夜空を見上げてみませんか？
秋は星や月がとてもきれいに見える季節で、日本では”月見”のならわしもあります。月には岩山や
砂原が広がっていますが、昔の人は満月の時にこの岩の陰やでこぼこの様子を見て、
「もちをつくウサギ」
（日本）や「ほえているライオン」
（アラビア）などがいると考えました。そんな月にまつわる話をはじ
め、カシオペア座を中心とした秋の星座、ギリシャ神話などをイラストで紹介する科学絵本です。（①）
３･２･１･０発射！ 毛利さんを乗せたスペースシャトルは４０分で宇宙へ到達しました。重さのない
「無重力」の世界は、水の中で体が浮くのに似ているのだとか。タオルでふくだけのシャンプーやシャ
トル内に浮かぶ宇宙食など、地球にいる時とは違う生活の様子や仕事ぶりを、たくさんの写真とともに
毛利さんが語ります。宇宙から見た台風の目やグランド･キャニオンなどの写真は迫力満点です。（②）
むかしあるところにかん太という男がいましたが、家が揺れるほどの大きないびきをかくので、一緒
に暮らすじいさまは眠れません。そこでかん太は馬小屋で寝ることにしますが、今度は馬が眠れずに力
仕事ができなくなります。次々に眠る場所を変えますが、どこにいっても周りのものたちが眠れず調子
が悪くなります。困ったかん太は山で寝ることにしました。すると雷鳴とどろく大雨になり…。（③）
小さなレノア姫は、木いちごのタルトを食べすぎて病気になってしまいました。心配して飛んできた
王さまに姫は「お月さまがほしい」と言います。そこで王さまは大臣に月をとってくるように命じます。
すると大臣は、今まで王さまのためにしっぽのないサル、天使の羽、青いプードルなどを探し出しまし
たが、月をとってくるのは無理ですと言います。怒った王さまは次に魔法使いを呼びますが…。（④）

①
②
③
④

『かこさとし☆ほしのほん③ あきのほし』 かこさとし/著 偕成社 443/ｶ
『宇宙をみたよ！』 毛利衛/監修 松田素子/文・構成 偕成社 538/ﾏ
「かん太さまのいびき」（『くしゃみくしゃみ天のめぐみ』 松岡享子/作 寺島龍一/画 福音館書店 913/ﾏ）
『たくさんのお月さま』 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｻｰﾊﾞｰ/文 ﾙｲｽ･ｽﾛﾎﾞﾄﾞｷﾝ/絵 なかがわちひろ/訳 徳間書店 E/ｽ

今年も廿日市市内の中学校から、２年生が
職場体験にやって来ました。
はつかいち市民図書館では、８月２２日（水）
～２４日（ 金）、２７日（ 月）・２８ 日（火） の５日
間、七尾中学校の生徒２名と、野坂中学校の
生徒２名を受け入れました。
職場体験学習の目的は、
①自分自身の適正を発見したり、これからの
生き方を考える
②働くことの喜びや苦労・厳しさなどを体験し、
働くことの意義や価値を体験から学ぶ。
③社会人として基本的なマナーを理解して身に
付ける。
④わたしたちが生きている社会が多くの人々に
よって支えられていること、さらに自分も地域・
社会の一員であることを知る。

となっています。
はつかいち市民図書館では、４ヵ月健診の赤ちゃんに絵本を手渡すブックスタート事業や、館内の
本を請求記号順に整理する是正作業、また１０月の中央展示の準備など、たくさんのことを体験して
もらいました。
１０月の中央展示（展示期間：９月２８日～１０月２４日）では、職場体験に来た生徒たちがテーマを
考えて本を選び、飾りを作った「中学生がおすすめする本」を展示する予定です。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

９月の図書館カレンダー
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◎ちいさいこのためのおはなし会
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【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
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【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～
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■ストーリーテリングのおはなし会
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２７
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【対象】幼児～大人
【時間】１１時～
※場所はいずれも図書館会議室です。

３０
図書館システム入れ替えのため、９月２６日（水）・２７日（木）を休館いたします。
また、ホームページも９月２５日（火）１９時～２８日（金）９時までご利用できません。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

