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図書館の資料を
１枚１０円で
コピーできます！

利用カードは０歳
から作れます！
「利用申込書」に
ご記入ください。
（保険証などの本人の
名前と住所が記載さ
れたものをお持ち
ください）

図書館にない本は
「複写申込書」にご記入
リクエストする
インターネット
ください。著作権法の
ことができます！
予約ができます！
定める範囲以内で、
コピーすることが
「予約・リクエストカー
「パスワード申請書」に
できます。
ド」にご記入ください。
ご記入ください。
（カラーコピーは
（CD・雑誌・視聴覚資料のリ
（保険証などの本人の名前
できません）
クエストはお受けする
と住所が記載されたものを
ことができません）
お持ちください）
※記入された申請書等は、
図書館カウンターまでお持ちください。

《さくらぴあ展示》

『クラシック』

《中央展示》

『廿日市市・マスタートン市
姉妹都市提携１５周年』
廿日市市とニュージーランドのマスター
トン市が姉妹都市提携を締結して１５周年
を迎えました。その記念事業のひとつとし

「曲にドラマあり！」知っていると、
もっと演奏を楽しめるという資料やコ
ンサートマナー、演奏予定の曲に関する
情報がいっぱいです。

《テーマ展示》

『花粉症』
つら～い花粉症に悩まされて

いませんか？ 花粉症の症状、対
て、図書館でもニュージーランドや、留学、 策、治療法などに関する資料を集
旅行などに関する資料を集めています。
めて展示しています。

ヤングアダルトって？
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。
ヤングアダルトコーナーに入った本の新刊を紹介します。

『必ず役立つ吹奏楽ハンドブック』
丸谷明夫／監修
ヤマハミュージックメディア 764.6 カ
楽器を手にして音を出すまでの基本、部活
での人間関係、よりいい音を出すための準備
など、吹奏楽を始める皆さんの悩みや不安に
答えた１冊です。
「コンクール編」
「Ｑ＆Ａ編」
「楽典編」もあります。

『夢を実現する発想法』
川口淳一郎／著 山中伸弥／著
致知出版 289.1 ヤ
「はやぶさ」という前人未到のプロジェクトを
成し遂げた川口淳一郎さんと、iPS 細胞の研究で
ノーベル賞を受賞した山中伸弥さん。
二人が歩んできた道のりや対談、若い世代への
メッセージがつづられています。

＊＊＊ 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。
『学び続ける力』 池上彰/著 講談社 S002/ｲ
『禅宗の歴史』 今枝愛真/著 吉川弘文館 188.8/ｲ
『ヨーロッパの皇帝・国王 200 人』 新人物往来社/編 新人物往来社 B288.4/ﾖ
『旅立つまでのガイドブック』 森井ユカ/著 メディアファクトリー 290.9/ﾓ
『広島県あるある』 岡田大/編 宝島社 361.4/ﾋ
『よくわかる０～５歳児の絵本読み聞かせ』 徳永満理/著 チャイルド本社 376.1/ﾄ
『胃ろうという選択、しない選択』 長尾和宏/著 セブン＆アイ出版 490.1/ﾅ
『最新医療サービスの基本と仕組みがよ～くわかる本』 菊地敏夫/著 秀和システム 498.1/ｷ
『広島とっておきの雑貨屋さん』 秀巧堂クリエイト/著 メイツ出版 589/ﾋ
『ママのためのこども食材便利帳』 西東社編集部/編 西東社 599.3/ﾏ
『新聞で作るナチュラルエコバッグ』 白戸啓子/著 自由国民社 754.9/ｼ
『カメの飼い方・楽しみ方 BOOK』 富沢直人/著 霍野晋吉/監修 成美堂出版 666.7/ﾄ
『ヴァイオリンを弾こう！』 塚本章/著 清水謙二/監修 銀の鈴社 763.4/ﾂ
『全国文学館ガイド』 全国文学館協議会/編 小学館 910.6/ｾ
『にすいです。』 冲方丁/著 角川書店 914.6/ｳ
『正義のセ』１ 阿川佐和子/著 角川書店 F/ｱ
『一路』上・下 浅田次郎/著 中央公論新社 F/ｱ
『ガソリン生活』 伊坂幸太郎/著 朝日新聞出版 F/ｲ
『岳飛伝』４ 北方謙三/著 集英社 F/ｷ
『桜ほうさら』 宮部みゆき/著 PHP 研究所 F/ﾐ
『憤死』 綿矢りさ/著 河出書房新社 F/ﾜ

新刊

こ ど も の ほ ん

『プレッツェルのはじまり』

『ﾄﾞｽﾞﾜｰｽの世界めぐりニューヨークぐるぐる』

ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ/作 ｱｰｻｰ･ﾋﾞﾅｰﾄﾞ/訳 偕成社 E/ｶ

ティム・イーガン/作・絵 まえざわあきえ/訳
ひさかたチャイルド E/ｲ

ウォルターは王さまの大好きなロールパンを焼く
腕のいいパン屋さん。でもある日、こぼれてしまっ
た牛乳の代わりに仕方なく水を入れて作ってしまい
ます。それを食べた王さまは怒って“あさひが三つ
さしてくる最高においしいパン”を朝までに発明す
るようにと宿題を出しますが…。作者が祖母から聞
いたプレッツェル誕生のお話です。

一人で世界旅行をしようと、ドズワースが寝台列
車に乗ってかばんを開けると、中からなじみのレス
トランのアヒル、ダックンが飛び出してびっくり。
ひとりで勝手に地下鉄に乗り、街に出て気ままにハ
ドソン川や自由の女神などを巡るダックンと、彼を
心配して捜すドズワースのすれ違いぶりが愉快です。

その他の新刊
『じゃんけんのすきな女の子』松岡享子/さく 大社玲子/え 学研 913/ﾏ
（
『なぞなぞのすきな女の子』刊行から 40 年以上を経ての新刊。作者曰く「このふたりの女の子は、姉妹です。」
）

ミニブックトーク

お菓子のおはなし

いよいよ４月１９日から「第２６回全国菓子大博覧会・広島 ひろしま菓子博 2013」が始まります。
全国菓子大博覧会は、ほぼ４年に１度、全国各地で開催されている日本最大のお菓子の祭典です。
今月はこの菓子博にちなんでおいしいお菓子が登場する本を紹介・展示します。
むかしあるところに気むずかしやの王さまがいて、おやつに食べるクリームに毎日変化がないと腹を立てて
いました。そこでコック長は７人の娘にストロベリーやバニラなど７つの味の名前を付け、毎日間違えないよ
うにしました。ある夏の暑い日、クリームが全然冷えずにコック長が困り果てていると、通りで氷売りの男の
子が泣いていました。そこで長女のストロベリーはその氷でクリームを冷やすことを思いつき…。アメリカの
女流作家によるアイスクリーム誕生にちなんだ楽しい童話です。（①）
国一番のケーキ屋さんコーラ・リーが亡くなり、お店が売りに出されましたが、新しく来た菓子職人たちは
なぜか皆、店から逃げ出します。それから数年後、アニーがやってきてケーキ作りを始めると幽霊のコーラ・
リーが現れて、卵や小麦粉を投げ散らかして邪魔をし「胸がいっぱいになって涙がこぼれるほど素晴らしいケ
ーキを作って欲しい」とうったえました。アニーはティラミス、チーズケーキ、タルトなどありとあらゆるケ
ーキを作りますが、どれもコーラ・リーの願うものではなく、ついに作るものがなくなってしまいます。（②）
ポルトガルではお祭りや結婚式にも登場する有名なお菓子「パン・デ・ロー」。日本では勘違いや聞き違い
からいつしか「カステラ」と呼ばれるようになり、人気のお菓子となっていきました。その昔「肉や卵を食べ
るとあの世で地獄に落ちる」とも言われていた日本で、大量の卵を使うカステラは驚きの食べ物でした。オー
ヴンのない時代に日本独自の「カステラなべ」を作った菓子職人たちの奮闘ぶりも興味深い一冊です。（③）
食堂のユリシスおじさんが床屋に行っている間、ホーマーくんが食堂の自動ドーナツ製造機の番をしていた
ら、ご婦人がやってきて、自慢のドーナツの生地を作ってくれました。そして製造機のスイッチを入れると、
次々においしいドーナツが出来上がりみんな大満足。ところがストップのボタンを押しても機械は一向に止ま
らず、ウィンドーにもカウンターにもドーナツの山、山、山！さてどうする？ホーマーくん。「ドーナツ」の
話の他にも短編を５話収録。（④）
①『王さまのアイスクリーム』フランセス・ステリット/ぶん 光吉夏弥/やく 土方重巳/え 大日本図書 933/ｽ
②『ケーキやさんのゆうれい』ｼﾞｬｸﾘｰﾝ･Ｋ･ｵｸﾞﾊﾞﾝ/さく ﾏｰｼﾞｮﾘｰ･ﾌﾟﾗｲｽﾏﾝ/え 福本友美子/やく ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 E/ﾌ
③『カステラ、カステラ！』（月刊たくさんのふしぎ 2006 年２月号）明坂英二/文 齋藤芽生/絵 福音館書店
④「ドーナツ」
（『ゆかいなホーマーくん』ロバート・マックロスキー/作 石井桃子/訳 岩波書店 933/ﾏ）

はつかいち市民図書館では、廿日市市内に活動拠点のある団体（読み聞かせボランティア・学校・公民
館・児童会等）に、団体貸出を行っています。
毎年４月１日以降に利用登録の更新手続きが必要となりますので、カウンターにある「平成２５年度団体
貸出利用申込書」にご記入の上、提出してください（読み聞かせグループ・文庫・児童会等団体用と、学校・
公民館・保育園等団体用の２種類の申込書があります）。

学校・公民館・
保育園等団体用

読み聞かせグループ・
文庫・児童会等団体用

代表者印（角印等）の押印が

主な活動場所の施設名・住所の

必要です。

記入が必要です。

※申込書を一度持ち帰って、

また、代表者の住所が確認できる

後日提出していただいても

もの（保険証・免許証等）を、

構いません。

一緒に提示してください。

※利用カードを紛失した場合は、ご相談ください。
カードの再発行は、申出があった日から２週間後以降に発行します。あらかじめご了承ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

４月の図書館カレンダー
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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
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～

