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＊ 今月の展示 ＊
《企画展示》

『 頑 張 れ！カープ！』
《中央展示》

『文学賞受賞作品』
数ある文学賞の中から、芥川賞、直木賞、本屋
大賞、
『このミステリーがすごい！』大賞、島清恋
愛文学賞、日本ホラー小説大賞、翻訳ミステリー
大賞、日本絵本賞（大賞）、講談社児童文学新人賞
などの受賞作品を集めて展示しています。
読書の秋にぜひ手に取ってみてください。

３４年ぶりの日本一を目指して日本シリー
ズを戦っているカープ。図書館からもカープ
を応援します！
カープに関する資料を集めています。
また、今シーズン限りでの引退を表明した
新井貴浩選手へのメッセージも募集中です！
※メッセージは図書館内に掲示した後、球団を通じ
て、新井選手ご本人にお渡しします。

みなさん、お久しぶりです！ はつかいち市民図書館広報担当の

です。

紙面の都合で２ヵ月も空いてしまいましたので、前回の復習からいきましょう(๑ ᴗ )و
図書館の本の背表紙に貼ってあるこのシール→
上段の数字は本の内容を表す「

「

」といいます。

」、下段のカタカナは「

」といって著者名等の頭文字です。

図書館の本は、

。
実はこの「

」の数字、

なのです！

０～９の数字を使って、この世のすべてのものを大まかに 10 個のグループに分類しています。この 10 個
の記号（数字）の意味を少しでも覚えていると、図書館で本を探す時に便利ですよ～！
……と、ここまでお話していましたよね（*'∀'人）
では今度はこの記号が表す本の内容について紹介していきたいと思います。
みなさんに覚えてもらいやすいように、記号をキャラクター化してみました♪
そうき

分類記号が「０」から始まる資料は「総記」です。

０
総
記

図書館、読書などの本に関する資料が集まっています。また、百科事典もあるの
で、何か調べものをする時はこの「０」の本があるコーナーに行くと便利です。
そ
う

キャラクターにすると、図書館によく通っている本が好きな賢そうな男の子です。

き

次回は、１の哲学から紹介していきますね～！ それではまたヾ(❀╹◡╹)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。
『学びを結果に変えるアウトプット大全』樺沢紫苑／著 サンクチュアリ出版 002.7/ｶ
『幸せの鍵が見つかる世界の美しいことば』前田まゆみ／訳・絵 創元社 159.8/ｼ
『今こそ学ぼう地理の基本』長谷川直子／編 山川出版社 290.1/ｲ
『ヒロシマの「もの言わぬ証人」たち』広島市市民局国際平和推進部／［編］ 広島市市民局 291.7/ﾋ
『撰銭とビタ一文の戦国史』高木久史／著 平凡社 337.2/ﾀ
『発達障害が、少年犯罪の原因ではなかった。』竹内吉和／著 ザメディアジョン 368.7/ﾀ
『妊娠中に食べたいごはん』山田奈美／著 井上裕子／監修 家の光協会 498.5/ﾔ
『トヨタ現場の「オヤジ」たち』野地秩嘉／著 新潮社 S537.0/ﾉ
『育てて楽しむレモン 栽培・利用加工』JA 広島ゆたか／編 大坪孝之／監修 創森社 625.3/ｿ
『スマホマーケティング』吉田健太郎／著 日本経済新聞出版社 675/ﾖ
『あの映画みた?』井上荒野／著 江國香織／著 新潮社 778.0/ｲ
『奥の細道迷い道』吉行和子／著 冨士眞奈美／著 集英社インターナショナル 911.3/ﾖ
『噓ばっかり』ジェフリー・アーチャー／著 戸田裕之／訳 新潮社 B933/ｱ
『思い出が消えないうちに』川口俊和／著 サンマーク出版 F/ｶ

こ ど も の ほ ん
『ホイホイとフムフム–たいへんなさんぽ-』
マージョリー・ワインマン・シャーマット/文 バーバ
ラ・クーニー/絵 福本友美子/訳 ほるぷ出版 933/ｼ
ホイホイは友だちのフムフムの家に行きました。い
つも家にいるフムフムに、ホイホイは「もっといいく
うきをすわなきゃ。からだじゅうに ちがめぐるのを
かんじてごらん！」と、さんぽに誘います。ところが、
フムフムは「そのまえにちょっと」とお茶をいれたり、
外をながめたりします。
そしてようやくふたりはフムフムの家から、川のそ
ばの大きな木までの 1.5 キロを歩いていくことに。一
体どんなさんぽになるのでしょうか？
1975 年にアメリカで刊行された幼年童話です。

図書館の中だけでなく、外でも実は、い
ろんな活動をしている司書の姿をお伝え
するコーナーを新設します。タイトルは「児
童担当としょかん司書がゆく」。街のあち
こちに出かけた記録を不定期でお伝え
します。お楽しみに。

ご近所編
読書の秋、食欲の秋ということで、ストーリーテリング
９月 22 日（土）、佐方市民センター

（絵本のない語り）とクッキー作りという市民センターな

「平成 30 年度 第３回

らではの企画に初参加。図書館でのストーリーテリング

さがたっこひろば」に、

のおはなし会「おはなしたまてばこ」や小学校への昔話

行ってきました！

の出前事業で活躍されている梅地佳代子さんと司書
の郷が、１つずつお話を語りました。

小学校 1～４年生までの 20 人が部屋に
集まり、最初はわらべうたや手あそびをして
リラックス。でもろうそくに火が灯りお話が始
まると、子どもたちはすぐにお話の世界へ。
クッキー作りの前に、お話でちょっと小腹が
満たされたかな。ハラハラ、ドキドキしたり、
思わず笑ったりして楽しんでいました。

「クッキー作りをするので、お菓子が出てくるお話（できればクッキー）を
お願いします。」と頼まれた時は、「うーん…そんなお話あったかな（汗）」
と頭をめぐらしましたが、なんとなんとありました！ 私たちが語ったお話
は、「マメ子と魔物」（梅地）と「ピクルスと卵」（郷）。どんなお菓子が出てく
るかは、本を読んだり、読んでもらったり、また実際の語りを聞いて、確か
どんぐりころちゃんのわらべうたで、ジャンケンポン！

めてみてくださいね。11 月の「おはなしたまてばこ」は、17 日（土）図書館
で 11 時からです。

語ったおはなし 「マメ子と魔物」（『子どもに聞かせる世界の民話』矢崎源九郎/編 実業之日本社 908/ｺ）
「ピクルスと卵」（『こぶたのピクルス』小風さち/文 夏目ちさ/絵 福音館書店 913/ｺ）

・トートバッグ
・扇子＆扇子袋
・シリコンスチーマー
・アロマジュエル

・ポーチ
・カードケース
・ミニ財布
・タイツ

・ペン字レッスン帳

・万年筆

・「かいけつゾロリ」のフィギュア
・「かいけつゾロリ」のジグソーパズル
・「科学漫画サバイバル」シリーズの
トリックペン、ラバーストラップ

他

他

※１点限りのものが多いためご希望のものが当たらない
場合もございます。ご了承ください。

・ショルダーバッグ
・太軸万年筆
・将棋盤＆駒セット

・トートバッグ
・LED ライト
・フリースマフラー 他

を行いました！
保存期限の過ぎた平成 28 年分の週刊誌、
平成 27 年分の月刊誌、図書館で受け入れし
なかった寄贈本などを無料で配布する「雑誌

・メイクセット（鏡・アイシャドウ・グロス等）
・トートバッグ
・ポーチ
・ネイルセット
・「ルルとララ」のシール
・「HUG っと！プリキュア」下敷き 他

と図書のリサイクル市」を 10 月 6 日（土）
に行いました。当日は台風にもかかわらず、
1500 冊以上の雑誌と図書をお持ち帰りい
ただきました。
ご来場ありがとうございました。

11 月の図書館カレンダー
日
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◎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～
※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～
※場所はいずれも図書館会議室です。

大人のためのストーリーテリング
【日時】11 月 13 日（木）14 時～15 時半
【場所】さくらぴあリハーサル室
【申込】はつかいち市民図書館窓口または、電話：0829-20-0333）・ＦＡＸ：0829-32-7158 へ

