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昔話や創作のちょっと

こわ～い

お話を語って聞かせるストーリーテリングのお話会です。

8 月 6 日（土） 16 時～17 時
ところ：さくらぴあ リハーサル室
と

き：

対

象：小学生から

定

員：先着

30 名

（保護者同伴可、大人のみの参加も可。）
申

込：はつかいち市民図書館へ直接または電話で

電

話：
（0829）20-0333

《中央展示》

今月の展示

『この本おもしろいよ』
小学生・中学生向けに、夏休みにオススメ
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、そして中学生のそれぞれの年
代に合わせて、たくさん本を用意しています。

《企画展示》

『「嚴島神社」世界遺産登録２０周年』
今年は、嚴島神社が世界遺産に登録されて２０周
年の節目の年です。シンポジウムやコンサート、伝
統芸能の公演やスタンプラリーなど、いろいろなイ
ベントが企画されています。宮島にちなんだ本を集
めて展示しています。

（※リストも配布しています）

《さくらぴあ展示》

『平和美術展 後藤靖香展 －おじいちゃんと戦争画と－にちなんで』
7 月 29 日（金）から 8 月 28 日（日）まで、はつかいち美術ギャラリーで「後藤靖香展―おじいち
ゃんと戦争画と－」を開催。戦争を体験していない世代であり、広島出身の後藤が、あまり描かれること
のない戦時下の若者たちの営みを描いた作品約２０点が展示されます。当館では、戦争と平和に関する本
を展示しています。

7 月 12 日、廿日市市商工保健会館で、講師に高城敏子
さんをお迎えして、わらべうたについて学びました。
高城さんから「わらべうたは節のついた言葉であり、必
ず動作をともないます。そして子どもたちの遊びの中で残
ってきたものです。歌を無理に覚えようとするのではなく、
歌詞、リズム、動作などを納得して自分の内側に取り込ん
で吐き出すことが大切です」との説明がありました。その
後、参加者も一緒に身体を動かしながらわらべうたを体験
しました。
参加者は輪になって講師の話を聞き、
わらべうたを体験しました

大人から子ども達へ、わらべうたの楽しさを伝えていく
ことを目的としたこの講座では、日本各地のわらべうたが
紹介され、参加者は高城さんの話に耳を傾けていました。
参加した方からは、
「あっという間の２時間でした」、
「昔
の人の息づかいがきこえてくるようで、大変よい機会にな
りました」、「ゆったりとしたわらべうたの世界で心地よく
学べました」等の感想がありました。

＊＊＊ 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。
『絵本に魅せられて』佐藤英和／著 こぐま社 019.5/ｻ
『完訳論語』[孔子／著] 井波律子／訳 岩波書店 123.8/ｺ
『21 世紀の戦争論』半藤一利／著 佐藤優／著 文藝春秋 S 210.7/ﾊ
『カンパイ！広島県 広島秘境ツアーズ』広島県 291.7/ﾋ
『広島はすごい』安西巧／著 新潮社 S 302.1/ｱ
『マイナス金利時代の資産運用』日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社 L 338.1/ﾏ
『「暮らし」を撮る大人のインスタグラム』オレンジページ 547.4/ｸ
『隠れ貧困』荻原博子／著 朝日新聞出版 S 591/ｵ
『はじめての観葉植物・多肉植物選び方と育て方』尾崎章／監修 長田研／監修 西東社 627.8/ﾊ
『イラストレーター安西水丸』安西水丸／著 安西水丸事務所／監修 クレヴィス 726.5/ｱ
『玄冬の門』五木寛之／著 ベストセラーズ S 914.6/ｲ
『アウシュヴィッツの図書係』アントニオ・G.イトゥルベ／著 集英社 963/ｲ
『帰郷』浅田次郎／著 集英社 F/ｱ
『ストレンジャー・イン・パラダイス』小路幸也／著 中央公論新社 F/ｼ

こ ど も の ほ ん

新刊
『やさいの花』
埴沙萠/写真

嶋田泰子/文

ポプラ社

『エレナーとパーク』
626/ﾊ

毎日食べている野菜も、花屋にある花に負けない
ほど美しい花を咲かせます。表紙の花は、きんぴら
にして食べたりする、ある根菜の花の写真です。ア
ザミに似た赤紫が鮮やかで、その野菜の色とは全く
違っています。そのほか、線香花火みたいなニンジ
ンの花、アサガオそっくりのサツマイモの花、小さ
くて地味なミツバの花など、29 種の個性的な花が、
美しい写真で紹介されています。

レインボー・ローウェル/作
933/ロ（ヤング）

三辺律子/訳

辰巳出版

いつも乗っているスクールバスで、パークは見た
ことのない女の子に目が引きつけられる。髪は真っ
赤でひどいくせっ毛、はおってるシャツは男物、へ
んなネックレスをジャラジャラつけて、手首にはス
カーフをぐるぐる巻きにしている。彼女の名前はエ
レナー。転入生だった。行き帰りのバスの時間を隣
同士で過ごすことになった二人は、コミックや音楽
を通じて少しずつ打ち解けていく。スマホも CD も
ない８０年代を舞台にした、初々しい恋の物語。

その他の新刊
『ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科』マウゴジャタ・ミチェルスカ/文 アレクサンドラ・ミジェリン
スカ、ダニエル・ミジェリンスキ/絵

阿部優子/訳

徳間書店

507/ﾐ

今回は「ちいさいこのためのおはなし会」を紹介します。
●開催日：毎月第１・３金曜日
①10：30～ ②11：00～
（同じ内容で２回実施しています。各回先着 15 組）
●対象：乳幼児とその保護者
●場所：図書館会議室（おはなし会の日は「おはなしの部屋」という案
内を出しています）
●事前申し込みは必要ありません。当日カウンターにて開始時間までに
整理券をお受け取りください。ボランティアや図書館員が赤ちゃん向け
の絵本やわらべうた、手遊びを準備してお待ちしています！
赤ちゃんでも絵本が楽しめるの？ うちの子にはまだ早いかしら・・・子どもがじっと聞いていられるか不安、
という方も大丈夫です。一緒に絵本を楽しみましょう。６月のおはなし会では『ぴょーん』という絵本で、赤ち
ゃんもお父さんやお母さんにぴょーんと抱えてもらいながら楽しんでいました。おはなし会で読んだ本は、おは
なし会の終了後に借りて帰ることもできます。おうちでもぜひお子さんと絵本やわらべうたをお楽しみください。

みんなが楽しんでいる絵本
『ぴょーん』まつおかたつひで/作・絵 ポプラ社 E/ﾏ

廿日市市教育委員会主催で、市内の
小学６年生を対象とした、平成２8 年
度「子ども司書」養成講座を実施して
います。
館内を案内しています

はつかいち市民図書館では、7 月 25
日（月）
・26 日（火）
・27 日（水）の
3 日間、1８人の子ども司書たちの実地
研修を行いました。

本の点検をしています

図書館の仕事の説明を受けた後、カ
ウンターで返却や貸出を行い、返却さ
れた資料を棚に戻す仕事（配架）を体
験しました。

書庫を案内しています

本を棚に戻しています

来月８月には、１日（月）
・２日（火）
に本の読み聞かせを学ぶ研修や、８日
（月）におすすめの本の POP（紹介カ
ード）を作成する研修を行う予定です。
本の貸出をしています

本を返却しています

◆ハラハラ！ドキドキ！背すじもこおる？！

８月の図書館カレンダー
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【対象】小学生～大人まで
【時間】16 時～17 時
【場所】さくらぴあリハーサル室

◎ちいさいこのためのおはなし会
【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～
※場所はいずれも図書館会議室です。

