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絵本の選び方・読み方、おはなし会のプログラムの立て方などの読み聞かせ
の基本を学ぶ講座です。
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き：２月２日（木）

１０時～１２時
ろ：さくらぴあ リハーサル室
師：小林 いづみさん（安田女子大学非常勤講師）
象：読み聞かせの活動をしている人、
または関心のある人
員：４０名程度
込：はつかいち市民図書館へ直接、
または電話で。
話：
（0829）20-0333

今月の展示
《さくらぴあ展示》

『

』

１月 15 日（日）、はつかいち文化ホールさくらぴあ
で、社会風刺コント集団 『ザ・ニュースペーパー全国
公演 2017』があります。カタい話題を笑いに変える
爆笑ライブをお楽しみください。図書館では、ニュー

《中央展示》

『

』

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 28 年度「子ども司書」
養成講座が行われました。子ども司書たちが作っ

スや新聞が楽しくなる資料を集めて展示しています。

《企画展示》

『

』

新年を迎えて「今年は何か新しいことを始めてみよ
う！」「やってみたかった○○に挑戦しよう！」という

たおすすめの本を紹介する POP と、子ども司書に

方にぴったりのさまざまなジャンルの入門編の本を集

なるために読んだ本を集めて展示しています。

めてみました。初めてでなくても「久しぶりにやってみ
ようかな・・・」という方もぜひどうぞ。

１２月 2３日（祝）
・２４日（土）に図書館で「ぬいぐるみのクリスマスおとまり会」を行いました。
ぬいぐるみたちだけでおはなし会をして、図書館の書庫で持ち主の子どもたちに本を選び、ツリーの傍で一緒
に眠りました。

お迎えの日はおとまり会の様子を撮った写真のクリスマスカードと、
ぬいぐるみたちが選んだおすすめの本をラッピングして、持ち主の子ど
もたちに貸し出ししました！

＊＊＊ 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。
『50 歳からはじめる人生整理術』柴田和枝／著 日経 BP 社 007.6/ｼ
『大切な人を亡くしたあなたへ お坊さんの話 49』四谷坊主バー／著 藤岡善信／編 メタモル出版 184/ﾀ
『ブラックアース』上・下

ティモシー・スナイダー／著

池田年穂／訳

慶應義塾大学出版会 234.0/ｽ

『これが「日本の民主主義」!』池上彰／著 ホーム社 312.1/ｲ
『「忙しい」「できない」「間に合わない」から受かる!超効率勉強法』吉田穂波／著 すばる舎 379.7/ﾖ
『日本の火山ウォーキングガイド』火山防災推進機構／編 丸善出版 453.8/ﾆ
『世界のエリートがやっている最高の休息法』久賀谷亮／著 ダイヤモンド社 498.3/ｸ
『トコトンやさしいドローンの本』鈴木真二／監修 日本 UAS 産業振興協議会／編 日刊工業新聞社 538.6/ﾄ
『世界のおばあちゃん料理』ガブリエーレ・ガリンベルティ／著 小梨直／訳 河出書房新社 596.2/ｶ
『はじめてのエアプランツ』鹿島善晴／著 松田行弘／スタイリング監修 家の光協会 627.8/ｶ
『刀装具ワンダーランド』川見典久／[編]著 黒川古文化研究所／協力 創元社 756.6/ﾄ
『英語の帝国』平田雅博／著 講談社 830.2/ﾋ
『人間の煩悩』佐藤愛子／著 幻冬舎 S 914.6/ｻ
『傷だらけのカミーユ』ピエール・ルメートル／著 橘明美／訳 文藝春秋 B 953/ﾙ
『i』西加奈子／著 ポプラ社 F/ﾆ

新刊

こ ど も の ほ ん

『シャクルトンの大漂流』
ウィリアム・グリル/作
E/ｸ

千葉茂樹/訳

岩波書店

今から約 100 年前、南極探検の英雄時代、多く
の探検家の中でアムンセンが、人類初の南極点到達
を成し遂げた。残る偉大な探検は南極大陸横断だと
考えたシャクルトンは、エンデュアランス（不屈の
精神）号で出帆した。しかし、流氷に閉じ込められ、
船は沈没してしまう。人間が暮らす場所から 800
㎞以上離れた氷の上に取り残されたシャクルトン
と隊員たちは極限状態の中、どうやって生きて帰る
というのか。出発準備やエンデュアランス号の特殊
てんまつ
なしくみ、冒険の顛末を、色鉛筆を使った細かなイ
ラストで 70 ページ超にわたって伝える絵本。

新刊ではないけれど、酉年におすすめの一冊！

『はんぶんのおんどり』
ジャンヌ・ロッシュ=マゾン/さく やまぐちともこ
/やく ほりうちせいいち/え 瑞雲舎 953/ﾛ

父親が亡くなり、ふたりの息子は財産を半分に
わけることにしました。ところが欲張りな兄は弟
に、めんどりと王さまが父親に払わなかった給料
の証明書、そしておんどりのジョウをまっぷたつ
にわって渡し、家から追い出しました。やさしい
弟は一生懸命ジョウの手当てをし、元気になった
ジョウは恩返しに、父親の給料を王さまから取り
返すと言います。そこで弟とジョウが旅に出ると
道々で、川や火や風が仲間になって…。
低学年から愉しめる痛快なお話です。

その他の新刊
『ハーブをたのしむ絵本』大野八生/作 あすなろ書房 617/ｵ
『ちいさな曲芸師バーナビー フランスに伝わるおはなし』バーバラ・クーニー/再話・絵 末盛千枝子/訳 現代
企画室

953/ﾁ（すえもりブックス 2006 年刊の再刊）

ミニブックトーク
寒い冬には具だくさんのスープが食べたくなりませんか？
戦争が終わって故郷に帰る途中、三人のはらぺこな兵隊たちは、食べ物をわけてもらえるかもしれ
ないと村に立ち寄りますが、なにももらえませんでした。そこで相談した三人は石のスープを作ると
言いだし、村の人が見に集まりました。石の入ったなべを、兵隊がかき混ぜながら「にんじんがはい
れば、もっとおいしくなるんだがなぁ」というと、村の人は隠していたにんじんを走って取りに行き、
肉があれば、じゃがいもが、牛乳がというと、次々に食べ物が集まってきました。それを兵隊たちは
なべにいれていき…。さて、どんなスープができあがるでしょうか。
『せかいいちおいしいスープ』マーシャ・ブラウン/文・絵 こみやゆう/訳 岩波書店 E/ﾌ
植物も寒さにまけずにがんばっています。
「はやく はるが こないかな パッパッパッパッ」
。まるで春を待つ冬芽がかたりかけているよう
です。おにぐるみの芽は、長いお耳のウサギさん。ゆくのきの芽は、ふわふわのお鼻のコアラ君。詩
のような文章と顔のように見える冬芽の写真がたのしい絵本です。どの木も身近に見られるものです
ので本を持って公園や雑木林で、ぜひ探してみてください。
『ふゆめがっしょうだん』冨成忠夫/写真 茂木透/写真 長新太/文 福音館書店 E/ﾄ
ふゆ

め

世界中の季節が冬で止まり、まる一年。寒さにうんざりした少年リッキーは「冬」を探し出して直
談判をしようと決心し、列車に飛び乗ります。そこで車掌から「冬」は世界一寒い町にいると教えて
もらいました。町に降り立ち、誰もいない中を歩いていると緑色のシャツをきてカラス風のくちばし
を付けた、巨大な鳥に出会います。トリ・サムサ・ヘッチャラと名乗るその鳥は「冬」がいるという
四季ホテルに案内してくれます。ついにリッキーが「冬」の部屋入ると、待っていたのは「冬」に変
装したトリ・サムサ・ヘッチャラでした。奇妙な相棒トリ・サムサ・ヘッチャラの正体とは。そして
リッキーは旅の目的を果たすことができるのでしょうか？
『トリ・サムサ・ヘッチャラ～あるペンギンのだいそれた陰謀～』ゾラン・ドヴェンカー/作 マーティン・バルトシャ
イト/絵 木本栄/訳 ひくまの出版 943/ﾄ

図書館に寄せられるよくある質問にお答えします。
Ｑ.廿日市市内の図書館で借りた資料を市内の他の

Ｑ.何冊まで借りられますか？

図書館に返却できますか？
A.図書 8 冊、視聴覚資料 3 点までを 2 週間借りる
ことができます。

A.はつかいち市民図書館・大野図書館・さいき図書
館・移動図書館車・大野西市民センター図書室の

Ｑ.検索すると「貸出できます」になっているのに、

どこでも返却できます。

所定の書棚にありません。
Ｑ.返却したはずなのに、「本が返却されていない」
A.他の利用者が借りる為に手元に持っている、誤っ

と言われて、家を探しましたが見つかりません。

て違う書棚におかれている、返却されたばかりで
まだ書棚に戻っていない等の状況が考えられま
す。

書棚に戻っていないかどうか再度確認いたしま

お気軽に職員までお問い合わせ下さい。

す。

１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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A.一度図書館へご相談ください。
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◎

◆

２７

２８
☆

【対象】乳幼児
【時間】1 回目 1０時３０分～
2 回目 11 時～
※整理券をお渡ししています。
相談カウンターにお申し付けください。

☆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～

３１

※はつかいち市民図書館、はつかいち市民さいき図書館は開館しています。

