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＊ 今月の展示 ＊
《中央展示》

《企画展示》
『 木のまち はつかいち』

過去に「青少年読書感想文全国コンクール」の
課題図書に選ばれた本を集めました。家族との
絆、友情と青春、隠された歴史など、毎年さまざ
まなテーマの本が選ばれています。
ステキな本と出会って、友達や家族と感想を言
い合ったり、おすすめし合ったりするきっかけに
してみてください。

廿日市市は古くから木に関連した産業が盛ん
です。今月の企画展示では、木材加工を紹介す
る本や、「木育」（木とふれ合い、木に学び、木
と生きる）をテーマにした本を集めました。
７月 21 日（土）・22 日（日）に「けん玉ワ
ールドカップ」が開かれるのにあわせて、けん
玉の本も展示しています。

みなさん、こんにちは！ はつかいち市民図書館広報担当の
今回は

です。

についてお話したいと思います。

現在、ほとんどの図書館では同じ方法で本を整理しています。
その方法を「

」といいます。

本の内容ごとに０～９の数字でジャンル分けし、同じ内容の本が同じ場所に集まるようになっています。
図書館の本の背表紙に貼ってあるこのシール →
このシールを「

ご存知でしょうか？

」といいます。

上段の数字は本の内容を表す「

」
、下段のカタカナは「

」といって、著者等の頭文字にな

ります。図書館の本は、まずこの
※児童書のシールは一段書かれていますが意味は同じです。

検索したときにこの数字とカタカナをメモして、本の背表紙にあるシールを探すと見つけやすくなりますよ
（*'∀'人）
次回は「分類記号」の数字の意味をお話しますね♪

それではまた次回お会いしましょうヾ(❀╹◡╹)ﾉﾞ

新しく入った本（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。
『スーパーインテリジェンス』ニック・ボストロム／著 倉骨彰／訳 日本経済新聞出版社 007.1/ﾎ
『生きて死ぬ力』石上智康／著 中央公論新社 188.7/ｲ
『武士の日本史』高橋昌明／著 岩波書店 S 210.0/ﾀ
『テレビに映らない北朝鮮』鴨下ひろみ／著 平凡社 S 302.2/ｶ
『これがすべてを変える』上下 ナオミ・クライン／[著] 幾島幸子／訳 荒井雅子／訳 岩波書店 451.8/ｸ
『毎日シャンシャン』高氏貴博／写真 KADOKAWA 489.5/ﾀ
『YouTube 革命』ロバート・キンセル／著 マーニー・ペイヴァン／著 渡会圭子／訳 文藝春秋 547.4/ｷ
『「また作って!」と言われる名作おかず 120』KADOKAWA 596/ﾏ
『旬を楽しむ梅しごと』山田奈美／著 家の光協会 596.3/ﾔ
『保護ねこのきもち』ベネッセコーポレーション L 645.7/ﾎ
『はじめての健康マージャン』日本健康麻将協会／監修 河出書房新社 797.5/ﾊ
『本格から HONKAKU へ』島田荘司／著 南雲堂 910.2/ｼ
『納得して死ぬという人間の務めについて』曽野綾子／著 KADOKAWA 914.6/ｿ
『カナリア殺人事件』S.S.ヴァン・ダイン／著 日暮雅通／訳 東京創元社 B 933/ｳ
『ディス・イズ・ザ・デイ』津村記久子／著 朝日新聞出版 F/ﾂ

こ ど も のほん
『弾きがえる

–くるしま童話名作選-』
久留島武彦/作 市居みか/絵 子どもの未来社 E/ｲ
はじめ・つぎお・みつひこの 3 兄弟は音楽学校でバ
イオリンを習っています。ある夜、3 日後の試験に備
えてはじめが池でバイオリンの練習をしていると、か
えるの家に招待され、試験で弾く曲を弾いてほしいと
頼まれます。ところがはじめは、かえるをバカにして
「ゲーゲー ゲリゲリゲリ」と鳴き声を真似して弾き
ました。怒ったかえるたちが何千匹も出てきて「しけ
んの曲をわすれないように、うたっておくってさしあ
げよう」と大声で鳴いて、はじめを追い出しました。
2 日目はつぎお、3 日目はみつひこがかえるたちの
家に招待されて…。
「ヒキガエル」に掛けられたタイトルがユーモラス
な童話絵本です。

「弾きがえる」のおはなしについて
このおはなしは、今から 120 年以上前に雑誌に掲
載された「弾き蛙」です。作者である久留島武彦は「日
本のアンデルセン」と称され、子どもに語って聞かせ
る童話を数多く作ってきました。

はつかいち館所蔵のくるしま童話名作選
『ともがき』古内ヨシ/絵 E/ﾌ
『子ぐものいのり』古内ヨシ/絵 E/ﾌ

『ゆめうりふくろう』遠山繁年/絵 E/ﾄ
いずれも久留島武彦/作・幻冬舎ルネッサンス刊です。

その他のあたらしい本など
『円谷英二-怪獣やヒーローを生んだ映画監督-』田口成光/文 黒須高嶺/画 あかね書房 778/ﾂ
「ゴジラ」や「ウルトラマン」を生み出し“特撮の神様”と呼ばれるようになった映画監督の伝記です。

『もも子さんとオレオレ詐欺』中村ルミ子/脚本・絵 雲母書房 C（紙芝居コーナー）

モノのなぞを解く
「このいすには たくさんのくぎがつかわれている。 なんぼんささっているか そうぞうしてみよ」。そこでページをめくっ
てみると、あら不思議。木製のいすは透けて、全てのくぎが現れました。これはエックス線写真の技術を使ったもので、ぶ
たの貯金箱や本物の花も、中まで透けて見えちゃいます。それでは、あかあおえんぴつの真ん中はどうなっているのでし
ょうか。そうぞうしてみよ！
『中をそうぞうしてみよ』佐藤雅彦、ユーフラテス/作 福音館書店 E/ﾅ（かがくのともコーナー）
なくなったもののなぞを解く
ネートはなんでも見つける名たんてい。朝、大好物のパンケーキを食べていると、なかよしのアニーから犬の絵を探し
て欲しいと依頼の電話がかかります。アニーの家へ到着したネートはまずパンケーキをごちそうになり、部屋の中をくま
なく探しますが見つかりません。そして最後に、くずかごの中を見ると赤い犬の絵が出てきますが･･･。
『きえた犬のえ』（ぼくはめいたんていシリーズ） マージョリー・W.シャーマット/ぶん マーク・シーモント/え 光吉夏弥/
やく 大日本図書 933/ｼ
体の不思議のなぞを解く
ネコ、カバ、コアラ、人などの脊椎動物（骨がある動物）が通う、りくのうえ学校の今日の授業は、教室のみんなの体に
ある骨の話です。いぬやま先生がプリントを配ると、骨がある動物の大きな特徴「その①しっぽがある」と書いてあります
が、コアラのふくろいくん、人間のあだちさんをはじめマレーバク、モルモット、ゴリラなど、しっぽがないかとても短い動物
がたくさんいることに生徒たちは気が付きました。そこでふくろいくんやあだちさんは、しっぽのしごとを調べ始めました。
『しっぽがない！-コアラとヒトのしっぽのなぞ-』犬塚則久/文 大島裕子/絵 福音館書店 481/ｲ

図書館まつり

人形劇が「図書館まつり」にやってきます。
廿日市市内で活躍しているボランティア団体「どんぐり座」
「人形劇コロコロ」「おはなしスタジオ」による公演です。
観覧希望の方は、往復はがきでお申し込みください。

≪申込方法≫

平成 30 年９月８日（土）
10:30～11:30（開場 10:00）
場所 はつかいち文化ホール
日時

内容
対象

さくらぴあリハーサル室

往復はがきに「人形劇」希望と書いて、
次の事項と、返信面に住所・氏名を記入し、
はつかいち市民図書館まで送付してください.

人形劇「ぽんたのじどうはんばいき」他
３歳以上の幼児（保護者同伴）

①はがき 1 枚につき、４名まで
②名前（代表者の氏名）
※場所確保のため、大人○名、３歳以上○名、

≪宛先≫
〒738-8501

３歳未満○名と記入してください。

（住所不要）

③住所、④電話番号

はつかいち市民図書館
≪問い合わせ先≫

≪申し込み締切≫
平成３０年７月３１日（火）消印有効

℡（0829）20-0333

※応募者多数の場合は抽選のうえ、結果を

※当日は、駐車場の混雑が予測されるため、
公共交通機関でお越しください。

はがきでお知らせします。

◎ちいさいこのためのおはなし会

７月の図書館カレンダー
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７月１４日（土）はパパがよむおはなし会です！

【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。
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☆おはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～
７月１４日（土）は

パパがよむおはなし会

です。

◆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。

