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ホームページ http://www.hiroshima-hatsukaichi-lib.jp/

２０１５年を迎え、何か新しいことを始めようと考えている方に、
ぜひおすすめしたいのが「１００冊読書手帳」です。
昨年９月１日に発行して、現在１５００冊以上を配布しています。
読んだ本を１００冊分記録できるだけではなく、メモや感想を書い
たり、面白さを５段階評価することもできます。
また、１００冊分の記入が終わった手帳を図書館に持ってくると、
１００冊達成を記念したしおりをプレゼントしています。
この手帳は小中学生の読書啓発を目的に作成したものですが、一般
の方にもご利用いただけますので、ご希望の方は窓口にお問い合わせ
ください。（※読書手帳は２ページ目でも特集しています。）

今月の展示
《さくらぴあ展示》

『説経源氏節人形芝居「眺楽座」』
広島県無形民俗文化財『説経源氏節人形芝
居「眺楽座」』をご存知ですか？

《中央展示》

『受験・就活応援本』
受験生はいよいよ入試のシーズン到来
です。また、これから就職活動に臨む学生
も多いのではないでしょうか。
未来に向けて頑張るみなさんを応援す

1 月２５日（日）にさくらぴあ小ホールで
「眺楽座」の公演が行われます。この公演に
あわせて、DVD などの資料を集めて展示し
ています。

《企画展示》

『冬をあたたかく過ごそう！』

る資料を集めて展示しています。受験生・

体も心もあたたまる、鍋料理やお茶、お風

就活生をサポートする家族の方も、ぜひ手

呂、あったか小物、冷え取りなどの本を集め

に取ってみてください。

てみました。寒さの厳しい１月ですが、風邪
などひかないように元気で過ごしましょう！

自分なりに
工夫して使って
いいぞ！

読んだ本を１００冊記録
することができます

おもしろかった本のベスト
１０を作ることができます

今度読みたい本を書いて
おくことができます

はつかいち市民図書館・大野図書館・さいき図書館の窓口で配布しています。

図書館への来館が困難な児童・生徒は、市内小中学校でも受け取ることができるようにしてい
ます。現在３5０冊以上の手帳を学校へ送付し、読書活動推進員の先生から子どもたちの反応を
教えてもらいました。

小学校
低学年に
人気です

他の子が持っている
と自分も欲しくなる
みたいで、欲しがる
子が増えています

これまで本を借りなかっ
た子が、読書手帳に書くた
めに、図書室で本を借りて
いくようになりました

今からでも
ぜひチャレンジ
してみてね♪

手帳を持ってる子
同士で「どこまで
いった？」と見せ
あいこしています

自分の手帳を持
てるのが嬉しい
みたいです

はつかいち市民図書館
手帳に書いた
のを見せに来
てくれます

表紙の色を塗ったり、
シールを貼ったり、可愛
くデコレーションして使
っている子もいます

に手帳をもらいに行っ
て、嬉しそうに報告し
てくれました

新刊

こ ど も の ほ ん

『ゆうぐれ』
ユリ・シュルヴィッツ/さく
あすなろ書房 E/ｼ

『ちいさなちいさな

さくまゆみこ/やく

冬のゆうぐれ時に男の子とおじいさんが散歩
に出かけます。「おひさまがしずむと、さびしく
なるね」と言いながら、男の子が町に戻ってくる
と、外灯がひとつ、またひとつと灯り始めていま
した。そして町中がきらきらと輝く光の世界にな
ったのです。夕方から夜になる様子を男の子の視
点で描いた絵本。

めに みえない びせいぶつの せかい』
ニコラ・デイビス/文 エミリー・サットン/絵
典子/訳 出川洋介/監修 E/ｻ

越智

アリの触覚１本に何千万も乗れる、そんな小さ
な生き物って何だと思う？ それは微生物。牛乳
がヨーグルトに代わるのも微生物の働きのため。
細菌やウィルスなどの困った微生物が体に入る
と、病気になってしまう。そのほかにも、とんで
もなく大きなことをやってのける微生物の自然
界での役割を、小さな子ども達に分かりやすく伝
える科学絵本。

その他の新刊
『町工場の底力 5-文房具の開拓者たち-』かもがわ出版 509/ﾏ（ヒット商品「大人の鉛筆」やおがくずを原
料にしたねんどを開発した町工場や、食べ物や動物などの「おもしろ消しゴム」を３０年以上作り続けている町工場、
アニメ制作で使われる絵の具の９割をつくっている町工場を紹介。身近な文房具のヒミツも分かる一冊。
）

『アラビアン・ナイトのおはなし-千一夜物語-』中川正文/ぶん 赤羽末吉/え のら書店 929/ｱ
（1971 年に㈱学習研究社より刊行された『アラビアン・ナイト』を復刊。
）

ミニブックトーク

この冬、読みたい一冊

むかしむかしの雨の夜。まずしいおじいさんは、家にきたやせ細ったみすぼらしい黒ねこをふびん
に思って、家にあったなけなしの食べ物をあげました。すると黒ねこの毛はふさふさに、ひげもピン
とはってりっぱになったので、おじいさんは空腹だったのも忘れて幸せな気持ちで眠りにつきました。
そして翌朝、おじいさんが黒ねこに話かけると、黒ねこはしゃべり始め…。
ある寒い冬の日の、不思議で心あたたまるお話です。
『黒ねこのおきゃくさま』ルース・エインズワース/作

荒このみ/訳 山内ふじ江/絵 福音館書店 933/ｴ

みなさんが持っているてぶくろやセーターのタグには「ウール」と書いてありますか？

もしウー

ルなら、それはひつじの毛でできています。この本に出てくるお父さんの仕事はひつじかいです。春
あたたかくなると親ひつじの毛をかり、その毛で毛糸を作ります。今年お父さんは春に作った毛糸で、
はじめてセーターを編むことにしました。そして夏が過ぎ、秋になり、やがて冬がやってきました。
未年にぴったりの一冊です。
『おとうさんは ひつじかい』白根美代子/さく 福音館書店 E/ｼ（こども・かがくのともコーナー）

オランダに本格的な冬が訪れると、国じゅうの運河や水路が凍りつき、氷の道がどこまでも続きま
す。エベルトとアフケの双子、そしてクラスの子どもたちは、見知らぬ町へ初めてのスケート遠足に
でかけました。滑って、転んでズブ濡れにもなりますが、道々で心優しい人々と出会い、冒険をして

いく中で友情を育みます。わくわく、ドキドキの遠足は子どもたちにとって魔法の旅！ 道中での温
かいココアやお菓子が楽しさを膨らませてくれます。
『楽しいスケート遠足』 ヒルダ・ファン・ストックム/作絵 ふなとよし子/訳 福音館書店 933/ﾌ
このほかにも、冬の読書におすすめの本を児童新刊図書コーナーの横に置いていますのでご覧ください。
このほかにも

＊＊＊ 今月の新刊（一般書） ＊＊＊
図書館には１カ月に約５００冊の新刊が入ります。その一部を紹介します。
『小学校での読み聞かせガイドブック 改訂版』湯沢朱実/他編著 プランニング遊 019.5/ｼ（児研）
『なぜ、一流の人はハードワークでも心が疲れないのか？』久世浩司/著 SB クリエイティブ 159.4/ｸ
『島めぐり人めぐり 広島編』三島孝次/著 渓水社 291.7/ﾐ（県史）
『子どもの夢を叶える家族の教科書』原田隆史/著 学研パブリッシング 379.9/ﾊ
『図説世界史を変えた５０の鉱物』エリック・シャリーン/著 原書房 459/ｼ
『〈図説〉古代の武器・防具・戦術百科』マーティン・J.ドアティ/著 原書房 559.0/ﾄ
『フランス人は１０着しか服を持たない』ジェニファー・L.スコット/著 大和書房 590.4/ｽ
『ホーローバットで作る体にやさしいお菓子』主婦と生活社 L596.6/ﾎ
『世界の鉄道』 フランコ・タネル/著 河出書房新社 686.2/ﾀ
『おたすけ進路 声優編 2015』 佐藤正隆/編集 夏書館 770.7/オ（ヤング）
『このミステリーがすごい！ 2015 年版』 『このミステリーがすごい！』編集部/編 宝島社 901.3/ｺ
『キャプテンサンダーボルト』阿部和重/著 伊坂幸太郎/著 文藝春秋 F/ｱ
『営繕かるかや怪異譚』小野不由美/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F/ｵ
『岳飛伝』11 北方謙三/著 集英社 F/ｷ
『誤断』堂場瞬一/著 中央公論新社 F/ﾄ
『出版禁止』 長江俊和/著 新潮社 F/ﾅ
『図書館奇譚』村上春樹/著 新潮社 F/ﾑ
『たそがれ歌麿』佐伯泰英/著 新潮社 BF/ｻ
『その女アレックス』ピエール・ルメートル/著 文藝春秋 B953/ﾙ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１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～

◆ストーリーテリングのおはなし会
【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。

