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①

②

図書館の本は左から右へ、仕切りがあ
ると折り返して下段へ行き、また左から
右へ…を繰り返して並んでいます。
一般書の棚にそのことをお知らせする
見出し（①）と、仕切りの位置が分かる
「▼」マーク（②）を本棚の上段に取り
つけました。本を探すときに参考にして
みてください。
今後、この見出しとマークは、文庫や
新書の棚にも取りつけていく予定です。

＊ 今月の展示 ＊

《企画展示》

《中央展示》

『

』

廿日市市内の小学６年生を対象とした、平成
３０年度「子ども司書」養成講座（主催：廿日
市市教育委員会）が行われました。子ども司書
たちが作ったおすすめの本を紹介するポップ
と、子ども司書になるために読んだ本を集めて
展示しています。

『人生がときめく情報管理術』
あなたは手帳派？ それともスマホ派？
スケジュール管理や日々の記録をアナログ
/デジタルを上手く使いこなして、毎日をもっ
と快適に過ごしてみませんか？ スマホなど
のデジタル機器や、手帳・ノートを使った情
報管理に関する資料を展示しています。

みなさん、こんにちは！ はつかいち市民図書館広報担当の
今回も

「

です。
」の数字について説明

していきますね！
では、今回の「３」と「４」から始まる分類記号は、一体どんな内容の本なのでしょうか？
（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います）
分類記号が「３」から始まる資料は「社会」です。
法律や仕事、教育、文化、伝説などの本が集まっています…というとちょっと

３
社
会

難しい本が多いかな？ と思うかもしれませんが、意外にも妖精や妖怪などの
ファンタジックな本もあります。
人にたとえると、ビジネス関係の本が多いので、バリバリお仕事をこなしているキャリア
ウーマンのお姉さんです。

分類記号が「４」から始まる資料は「自然」です。
数学、理科、動物、植物、宇宙などの本があります。他にも医学の本もあるので、
健康が気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
研究好きな男の子にたとえているので、白衣を着ています。

次回は「５」から紹介していきます！ それではまたヾ(❀╹◡╹)ﾉﾞ

４ 自然

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。
『認知症予防におすすめ図書館利用術』２ 結城俊也／著 好本惠／著 日外アソシエーツ 015/ﾕ
『神社のどうぶつ図鑑』茂木貞純／監修 二見書房 175.9/ｼ
『戦後ゼロ年東京ブラックホール』貴志謙介／著 NHK 出版 210.7/ｷ
『官房長官と幹事長』橋本五郎／著 青春出版社 S312.1/ﾊ
『百まで生きる覚悟』春日キスヨ／著 光文社 S367.7/ｶ
『図解もっと身近にあふれる「科学」が 3 時間でわかる本』左巻健男／編著 明日香出版社 404/ｻ
『好きなものは、日々使う』雅姫／著 マガジンハウス 589/ﾏ
『カンパーニュ』ムラヨシマサユキ／著 グラフィック社 596.6/ﾑ
『シニアのためのバラ栽培』高木絢子／著 NHK 出版 627.7/ﾀ
『蒼い空へ』夫・西城秀樹との 18 年 木本美紀／著 小学館 767.8/ｻ
『いつも日本語で悩んでいます』朝日新聞校閲センター／著 さくら舎 810.4/ｲ
『百人一首という感情』最果タヒ／著 リトルモア 911.1/ｻ
『ピアノ・レッスン』アリス・マンロー／著 小竹由美子／訳 新潮社 933/ﾏ
『草々不一』朝井まかて／著 講談社 F/ｱ

こ ど も の ほ ん
『かぜのひ』
サム・アッシャー/作・絵
E/ｱ

『きっちり・しとーるさん』

吉上恭太/訳

徳間書店

朝、男の子が目をさますと、まどが、がたがた
いうくらいの風がふいていました。
「たこをあげ
るのにもってこいだな。さて、どこにしまった
かな」と、おじいちゃん。２人が家の中でたこ
をさがしている間も風はどんどん強くなり、な
んと外では人がふきとばされそうになっていま
す！ 男の子とおじいちゃんはやっとさがし出
した、たこをもって公園へ。強い風の中、さあ、
たこあげのはじまりです。
姉妹編に『あめのひ』もあります。

おのりえん/作・絵

こぐま社

913/ｵ

しとーるさんは、毎朝６時にめざましどけいが、チ
リッとなると、パキッとおきて朝ごはん。７時 10 分
におそうじ、30 分にせんたく、50 分にかたづけ、
53 分には、みじたくをして仕事場の図書館へ。本の
名前を思い出せない人が来ても、すぐにひらめいて、
ぱぱっと本を用意します。だけど、時々きっちりしす
ぎて、まわりの人からこわがられることもあります。
ある雪の日の夜。しとーるさんは、だれの足あとも
ついていない、まっさらな家の前の道をふみしめて、
王さま気分を味わっていました。ところが、いけがき
の前に、まさか、うんちが！ はんにんは、すぐにわ
かるのですが…。

ワタクシ
夜更かしして、風邪を引いてはいませんか？ お正月に食べ過ぎて、お腹が痛くなってはいませんか？ そんな時、頼り
になるのがお医者さん！ でもこれから紹介するのは、内科・外科・小児科といったお医者さんとは、少し違うようですよ。

かぜをひいたきつねが病院にやってきました。けれどさるの先生は、へびの
かんごふさんに薬を飲ませ、いきなりガブリ！ ときつねにかみつかせました。
すると、あらふしぎ。へびのかんごふさんの注射で、きつねはすっかり元気に
なりました。お次は、ふたごのくまの子の健康診断。身長を測る時も、へびの
かんごふさんは大活躍！ さあ、いろいろな患者さんがやってきますよ。

『さるのせんせいとへびのかんごふさん』穂高順也/ぶん 荒井良二/え ビリケン出版 E/ｱ
（『へびのせんせいとさるのかんごふさん』もあり）

内科・オバケ科 鬼灯医院
ほ お ず き きょうじゅうろう

鬼灯 京 十郎

神社のお堀で小さな貝がらのボタンを拾った恭平は、帰り道で暗い路地
に迷い込んでしまいます。すると『内科・オバケ科 鬼灯医院』と看板が下
がった家があり、中には怪しい黒ひげの医者と白シャツの患者がいました。
「化けっぱなしで元に戻れないんです」、
「何かなくしてないか？」、「シャ
ツのボタンがない！」という２人の会話を聞いた恭平は思わず、
「このボタ
ンじゃないですか！？」と声を上げてしまいます。

『オバケだって、カゼをひく！-内科・オバケ科ホオズキ医院-』富安陽子/作 小松良佳/絵 ポプラ社
913/ﾄ （シリーズ 1～７）
動物語がわかるドリトル先生は、アフリカでえき病に苦しむサルを助けるために、

動物と話ができる

かしこいオウムのポリネシアや忠犬ジップたちと長い航海の旅に出ます。ところが

無事に到着したと思ったのもつかの間、あらしで船は大破し、王様によってろうや

ドリトル先生

に入れられてしまいます。その後も様々な困難にあいますが、そのたびに動物たち
が知恵を働かせて乗り切ります。ドリトル先生と動物たちのゆかいなシリーズの１巻目です。

『ドリトル先生アフリカゆき』ロフティング/著 井伏鱒二/訳 岩波書店 933/ﾛ （ドリトル先生物語全集１～１２）

・

新しい 大活字本 が
入りました！

大活字本は、目の病気や高齢などで本の活字
11 月 1 日（木）～12 月 2 日（日）の期間、
「としょかんスタンプカード」を発行し、本を

です。

１冊借りる毎にスタンプを１個押印して、20

活字が大きく印刷されているものや、黒字に

個集めると雑誌の付録等を抽選でプレゼント

白文字で印刷されているものもあります。

する企画を行いました。

配布数
応募数
当選数

が見えにくくなった方のために発行された本

新しく購入した大活字本を一部紹介します。

2000 枚
771 枚

・「持たない暮らし」下重暁子

D159/ｼ

・「歴史の愉しみ方」磯田道史

D210.0/ｲ

・「老いては自分に従え」
山藤章二

D914.6/ﾔ

・女性向け

77 個（応募数 282）

・男性向け

62 個（応募数 103）

・「はちまん」１～４ 内田康夫

・女の子向け

36 個（応募数 218）

・「我が家の問題」上 下 奥田英朗

・男の子向け

41 個（応募数 168）

・「信長の血脈」上 下 加藤廣

DF/ｶ

・「制服捜査」上 下 佐々木譲

DF/ｻ

・「鬼火の町」上 下 松本清張

DF/ﾏ

計 203 個（応募数 771）

DF/ｳ
DF/ｵ

・「仁術先生」渡辺淳一 DF/ﾜ

期間中、たくさん本を借りてくださってあり

など

がとうございました！

◎ちいさいこのためのおはなし会

１月の図書館カレンダー
日

月
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金
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９
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２３

３０

１０
１７

２４
休館
３１

１１

土

【対象】乳幼児
【時間】1 回目 1０時３０分～
2 回目 11 時～

５
※整理券をお渡ししています。

１２
☆

１８
◎

１９
◆

２５

２６
☆

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～
1 月 26 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。

