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今月の展示

《さくらぴあ展示》

『エコール・ド・パリ』
12 月 27 日（日）まで、はつかいち美術
ギャラリーでは「北海道立美術館・札幌芸術
の森コレクションによるエコール・ド・パリ
-パリに咲いた異邦人の夢-」の展覧会が行わ
れています。展覧会で作品を展示されている
シャガールやローランサン、藤田嗣治などの
芸術家たちの資料を集めて展示しています。

《中央展示》

『

』

中学生が今、どんな本を読んでいるかご存
知ですか？

阿品台・四季が丘・七尾・野坂・

廿日市中学校から、中学生がおすすめの本を
紹介するブックカードを借り受けて展示し
ています。

《企画展示》

『新年を迎えよう』
今年も残すところあと１ヶ月になりまし
た。慌ただしい時期ですが気持ちを新たに新
年を迎えたいものです。年賀状・年越しそば・
大掃除・おせち料理に関する資料を集めまし
た。新年を迎える準備にご活用ください。

廿日市市教育委員会主催で、廿日市市内の小学６年生を対象とした、平成２７年度「子ども司書」養成
講座が行われています。
今年度は９名の子どもたちが講座に参加し、その秋の活動の一つとして、子どもたちが作ったおすす
めの本の POP をボードに飾りつけました。

読書の楽しさ・大切さを
学校や地域で広める、
読書活動のリーダーとなる
子どもたちです。

このボードはヤングコーナーで展示しています。
秋の活動を終えた子どもたちは、２月の認証式に参加し、
「子ども司書」として認証されます。

＊＊＊ 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。
『私的読食録』堀江敏幸／著 角田光代／著 プレジデント社 019.9/ﾎ
『性格はどのようにして決まるのか』土屋廣幸／著 新曜社 141.9/ﾂ
『悪夢障害』西多昌規／著 幻冬舎 S 145.2/ﾆ

『佐伯みち』木本泉／著 溪水社 H 217.6/ｷ
『第三帝国の愛人』エリック・ラーソン／[著] 岩波書店 234.0/ﾗ
『日本のことは、マンガとゲームで学びました。』ベンジャミン・ボアズ／原案・文
青柳ちか／マンガ・イラスト 小学館

361.5/ﾎ

『科学者は戦争で何をしたか』益川敏英／著 集英社 S 404/ﾏ
『腸をキレイにしたらたった 3 週間で体の不調がみるみる改善されて 40 年来の便秘にサヨナラ
できました!』松本明子／著 小林弘幸／監修 アスコム 493.4/ﾏ
『農家の手づくり野良着』農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 593/ﾉ
『亡国の農協改革』三橋貴明／著 飛鳥新社 611.6/ﾐ
『世界の刀剣歴史図鑑』ハービー・J.S.ウィザーズ／著 原書房 756.6/ｳ
『エディー・ジョーンズの日本ラグビー改造戦記』大友信彦／著 東邦出版 783.4/ｵ
『悲しみのイレーヌ』ピエール・ルメートル／著 文藝春秋 B 953/ﾙ
『陽気なギャングは三つ数えろ』伊坂幸太郎／著 祥伝社 F/ｲ
『ウォーク・イン・クローゼット』綿矢りさ／著 講談社 F/ﾜ

新刊

こ ど も の ほ ん

『みんなでつくる 1 本の辞書』
飯田朝子/文

寄藤文平/絵

福音館書店

『岬のマヨイガ』

815/ｲ

柏葉幸子/著

棒のような形をした長いものを「1 本」と数えま
す。でもタイヤのような輪になっているものも同じ
「１本」です。そして柔道の勝負も「１本」。電車
やサッカーのシュート、映画、くじ、竜巻もすべて
「１本」です。なぜ同じ「1 本」なのか、その道の
専門家に聞き、「本」と数えるようになった歴史も
調べて「1 本」の辞書をつくることになりました。
この本の中には３６２個の「１本」と数えるモ
ノ・コトがイラストでのっています。３６３個目の
「１本」をあなたがみつけてみませんか？

さいとうゆきこ/絵

講談社

913/ｶ

両親を事故で亡くした五年生の萌花、暴力をふる
う夫から逃げてきたゆりえさん、介護施設に入所す
ることになったキワおばあちゃんの三人は、大震災
の日に偶然出会い、新しい家族になる。三人が暮ら
し始めた狐崎の岬は昔話に出てくるようなところ
で、おばあちゃんはこの土地に伝わる怖いものが、
津波によって封印を解かれ、狐崎に現れるのではな
いかと心配する。そしてある日、狐崎の家々の動物
が、得体の知れぬものに襲われ、ついにその怖いも
のが動きだしたのだった。

その他の新刊
『本のことがわかる本 2-見てみよう！知っているようで知らない「本」-』稲葉茂勝/文 能勢仁/監修 ミネ
ルヴァ書房

020/ｲ（本には背や表紙だけでなく、
「耳」や「のど」といった体と同じ名前の部分があることを知っ

ていますか？

世界と日本の本の歴史や、本のかたちや構造、本が果たすさまざまな役割などを３巻にわたって紹介

するシリーズです。）

ブックトークとは テーマに沿って一定の時間内に数冊
の本を複数の聞き手に紹介する読書案内の１つです。

はつかいち市民図書館には、ブックトークの勉強グループ「ブック
トークの会ピッピ」があります。平成 21 年度の「子どもと本の講座」
をきっかけに 22 年度に発足したグループです。23 年度からは「ブ
ックトークボランティア派遣事業」で市内の小学校でブックトークを
しています。メンバーは現在 1２人です。一緒に勉強しながら、子ど
もたちに本を手渡していく仲間を募集しています。
10 月

金剛寺小学校４年生に実施

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
『アリからみると』
桑原隆一/文

栗林慧/写真 福音館書店

E/ｸ

『小さなスプーンおばさん』
アルフ・プリョイセン/著

大塚勇三/訳

学研

949/ﾌ

『ティリーのねがい』
フェイス・ジェイクス/作

小林いづみ/訳

こぐま社

E/ｼ

『はがぬけたらどうするの?』
セルビー・ビーラー/文 ブライアン・カラス/絵
こだまともこ/訳 石川烈/監修 フレーベル館 387/ﾋ

『冒険者たち
斎藤惇夫/作

ガンバと十五ひきの仲間』
藪内正幸/画 岩波書店

＝＝ ブックトークの会ピッピの勉強会 ＝＝

913/ｻ

『雪の結晶ノート』
マーク・カッシーノ/作 ジョン・ネルソン/作
あすなろ書房 E/ｶ
ストーリーテリング「こびととくつや」

今年初めて、ピッピのメンバーとしてブックトー
クをした方から、こんな感想を頂きました。
「私の高２の息子は、残念ながらほとんど本を読
みません。小学生の時にピッピのブックトークに出
会っていたら、読書の楽しみに出会えていたかもし
れない…と思いました。読書の苦手な子ども達にも
と考えて選書しているピッピは、貴重な存在だと思
います。
」
ブックトークに興味がある方、まずは見学してみ
ませんか？ ぜひ、はつかいち市民図書館までお問
い合わせください。

千葉茂樹/訳

『子どもに語るグリムの昔話 6』より
グリム/[著] 佐々梨代子・野村泫/訳 こぐま社 943/ｸ
紹介者：河野裕美さん・畠田朱美さん

■日

時：１か月半～２か月に１度
土曜日の午後１時 30 分～
■場 所：はつかいち市民図書館
■内 容：ブックトークのテーマの設定や選書、
紹介の仕方等について意見交換
■問合せ：電話（0829）20-0333

※大野・さいき図書館は月曜日が休館のため、12/28（月）も休館となります。
図書館が閉館している際の資料の返却は、返却ポストへお願いしていますが、一度にたくさんの
返却があると資料を傷めてしまう可能性があります。
年内が返却期限の資料は、できるだけ１２月２８日（月）までにご返却ください。
予約が入っていなければ一度だけ延長することができます。
貸出期間の延長は、ご来館いただかなくても、電話でも受け付けています。
１２月２８日（月）１９時まで開館しておりますので、
（0829）20-0333 までご連絡ください。
その際は利用カードの番号をお伝えください。
休館中はご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
返却ポストは、

①図書館入口左（※12/29～1/3 の期間は、施設全体が閉館のため利用できません）と、
②市役所西側駐輪場付近の図書館通用口横
の 2 か所にあります。
ただし、視聴覚資料（カセット・CD・ビデオ・DVD）は、返却ポストには入れないでください。開館し
ている時に返却カウンターまでお願いします。

１２月の図書館カレンダー
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年明けは１月５日（火）から開館いたします

【対象】乳幼児
【時間】1 回目 1０時３０分～
2 回目 11 時～
※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～
12/12（土）は
パパがよむおはなし会です

※場所はいずれも図書館会議室です。

★ 途中からの入室はご遠慮ください ★

