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もうすぐ夏休み！ 
一年で一番昼間の時間が長い夏至が過ぎ、陽射しはすっかり夏の色に変わってきました。

背のびして、早咲きのヒマワリも夏休みを待っているようです。 

図書館が一年中で一番にぎやかになる季節がやってきます。たくさん本も読みたいし、宿

題もガンバルぞ！子どもたちの大好きな昆虫の本や星座の本、水辺あそびや、キャンプの本、

旅行ガイドなども夏休みには、よく貸し出されます。話題の動物園や水族館を紹介した本も

あります。 

人気の本や課題図書、宿題などで利用する調べ物の本などは、数冊用意していても利用

が重なって夏休みの終わりには少なくなってしまいます。読みたい本は早めに借りて、調べ物

学習も早めにすませてしまいましょう。 

 

今月今月今月今月のののの展示展示展示展示    

一般書 

・・・・このこのこのこの本本本本おもしろいよおもしろいよおもしろいよおもしろいよ！！！！～～～～夏休夏休夏休夏休みによみたいみによみたいみによみたいみによみたい本本本本～～～～                                    ～中央通路～        

夏休みはじっくり本を読むチャンスです。小学生低・中・高学年、中学生用におすす

めの本を選びました。本のリストも作成しています。  

・・・・さくらぴあさくらぴあさくらぴあさくらぴあ物語物語物語物語のののの本本本本                                                                            ～展示コーナー～     

原爆で生き残った娘と、娘を応援するため幽霊となって現れた父･･･。映画「父と暮せ 

ば」の原作者井上ひさしさんにちなむ演劇に関する本等を紹介します。 

児童書 

・・・・夏夏夏夏をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！！！！                        ～子どもの本の展示コーナー～  

  暑～い夏、真っ黒になるまで泳いだりキャンプをしたり･･･楽しい遊びがいっぱいの季

節がやってきました。今月は、夏のパワー全開の絵本をたくさん集めました。 

 

 

 

 



    

今月の新刊          おとなの本 

         図書館には１カ月に約８００冊の新刊が入ります。ここでは、その中からみな

さんにおすすめしたい本を４点あげてみました。 

 

『仕事力 Working spirit』 

大前 研一/ほか著  

朝日新聞広告局/編著 朝日新聞社  

366.2/ｼ 
大前研一、安藤忠雄、村上隆ら15人

の仕事人が様々な角度から「仕事」に

ついて語る。すべてのビジネスマン、

起業家、若者たちの指針となるビジネ

ス書。『朝日新聞』広告企画「朝日求

人」掲載を単行本化したもの。 

 

『ソウルで逢えたら』 

松岡 圭祐/著  徳間書店  Ｆ/ﾏ 
運命なんて、誰が決めたの? 自分で

切り拓くものよ。日本人であることを

隠して、韓国芸能界にデビューした、

33歳の女性。そこで目にした「業界の

裏側」。出逢ったものは…? 心に残る

「自分探し」小説です。 

 

 

『乳房再建ここまでできる』 
岩平 佳子/著 講談社(健康ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ) 

495.4/ｲ 
乳 房 の こ と で あ き ら め て い ま せ ん

か ? い ま か ら で も 乳 房 は と り 戻 せ ま

す。乳房再建は、乳ガン手術によって

変形したり無くなった乳房を新しく作

る手術。乳房再建手術の第一人者が、

再建医療のすべてをやさしく解説しま

す。 

 

『輝く断片 Bright segment』 

ｼｵﾄﾞｱ・ｽﾀｰｼﾞｮﾝ/著  大森 望/編 

河出書房新社（奇想コレクション）  F/ｶ 
雨降る夜に、瀕死の女をひろった男。

友達もできず顔も醜い孤独な男は決意

する。おれやる、全部やる…。独特の

発想と驚くべき語り口、あまりに切な

い感動。本邦初訳3編を含む全8編を収

めたスタージョンのミステリー名作選

 

図書館にある全集紹介 
    個人全集個人全集個人全集個人全集((((日本日本日本日本))))    ４４４４    
        みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは「「「「読読読読みたいみたいみたいみたい本本本本がががが単行本単行本単行本単行本ではではではでは貸出中貸出中貸出中貸出中だけれどだけれどだけれどだけれど全集全集全集全集にはありますにはありますにはありますにはあります」」」」といわれたこといわれたこといわれたこといわれたこ

とがありませんかとがありませんかとがありませんかとがありませんか？？？？図書館図書館図書館図書館にはにはにはには、、、、いろんないろんないろんないろんな種類種類種類種類のののの全集全集全集全集をををを揃揃揃揃えていますえていますえていますえています。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、具体的具体的具体的具体的にににに

どういうものをどういうものをどういうものをどういうものを所蔵所蔵所蔵所蔵しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、紹介紹介紹介紹介していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

・瀬戸内寂聴全集 １～20 瀬戸内 寂聴/著 新潮社 918.6/ｼ  

     80歳をすぎてなおエネルギッシュに活躍される瀬戸内寂聴さん。瀬戸内晴美時代を含

め、その作家活動の魅力がつまった小説、随筆をあつめた全集です。自身による解説も

収録されています。 
・田辺聖子全集 ２､３､５､６､７､８､11､12､14､15(全24巻別巻1 刊行中) 

田辺 聖子/著 集英社 918.6/ﾀ 
ユーモアたっぷりでどこか愛らしい田辺聖子さんの小説、随筆の代表作を集めた全

集です。現在刊行中で、最新刊の15巻には、『『源氏物語』男の世界』や『大阪弁ち

ゃらんぽらん』『大阪弁おもしろ草子』等がおさめられています。 



『『『『すいしょうだますいしょうだますいしょうだますいしょうだま    

        ーグリムーグリムーグリムーグリム童話童話童話童話よりよりよりよりーーーー』』』』    
スズキ コージ/作・画  

ブッキング E/ｽ 

三人の息子を持つ魔法使いの女は、魔法

の力を盗まれては大変と、上の二人を大ワ

シと大クジラにかえてしまった。それを見

た三番目の息子は････。ダイナミックな構

図と色使いで描かれたグリムのお話。 

 

『『『『おおおお茶茶茶茶のののの大研究大研究大研究大研究    

ーーーーおいしいいれおいしいいれおいしいいれおいしいいれ方方方方からからからから歴史歴史歴史歴史までまでまでまでーーーー』』』』    
大森 正司/監修 ＰＨＰ研究所 619/ｵ 

日本だけでなく、世界中で広く飲まれて

いるポピュラーな飲み物「お茶」。お茶はい

つ、どこで生まれ、どのようにして日本に

やってきたの？体にいいと言われるのは？

など、お茶に関する情報が満載の本です。 

    

『『『『おともださにおともださにおともださにおともださにナリマナリマナリマナリマ小小小小』』』』    
たかどの ほうこ/作  
にしむら あつこ/絵 フレーベル館 
913/ﾀ 

 ハルオはやまびこ小学校の一年生。ある

日、ハルオが学校へ行くと、みんなの様子

がいつもと違うー。それもそのはず、そこ

はキツネの小学校だった。それから何日か

たって、学校になぞの手紙が届いて･･･。 

 

『『『『絵本絵本絵本絵本アンネアンネアンネアンネ    

・・・・フランクフランクフランクフランク』』』』    
ｼﾞｮｾﾌｨｰﾝ･ﾌﾟｰﾙ/文 

ｱﾝｼﾞｪﾗ･ﾊﾞﾚｯﾄ/絵 

片岡 しのぶ/訳 あすなろ書房 E/ﾊ 

 ナチスのユダヤ人迫害にあったアンネ・

フランクの心の叫びを書き残した一冊の日

記帳「アンネの日記」。その日記はどのよう

にして書かれたのか。激しい時代を生きた

アンネの足跡をたどった伝記絵本。 

 

『『『『ゴリラゴリラゴリラゴリラのりらちゃんのりらちゃんのりらちゃんのりらちゃん』』』』    
神沢 利子/作 あべ 弘士/絵 

ポプラ社 913/ｶ 

 ゴリラのお父さんの胸のたいこは「ぼっ

こんぼっこん」と、森や野原に響きます。

それがうらやましい娘のりらちゃんは、真

似をしましたが…。大きなお父さんと小さ

なりらちゃんのふれあいが楽しいお話。 

    

『『『『ブルーベリーブルーベリーブルーベリーブルーベリー・・・・ソースソースソースソースのののの季節季節季節季節』』』』    
ﾎﾟﾘｰ･ﾎｰｳﾞｧｰﾄ/著 目黒 条/訳  

早川書房 933/ﾎ 

夏休み、ラチェットは、遠縁のふたごの

おばあさんの所に預けられることになった

この二人は生まれた時からずっと森に住み

みんなから「変わり者のメニュート姉妹」

と呼ばれていた。13 歳の少女の成長物語。

 

● 『海と島のマイリ』  ｽｰｻﾞﾝ･ｸｰﾊﾟｰ/文  ｳｫﾘｯｸ･ﾊｯﾄﾝ/絵  ふるた ちえ/訳  

すえもりブックス  E/ﾊ 

● 『メルヘン・アルファベット ―ロシア昔話―』  T.ﾏｰｳﾞﾘﾅ/作  田中 友子/訳 

ネット武蔵野  E/ﾏ 

● 『うぁー、すごーい ―旭川・旭山動物園―』  今津 秀邦/写真  福田 哲也/文 

旭川市旭山動物園/監修  480/ｲ 

● 『クレイジー・レディー！』  J・L ｺﾝﾘｰ/作  尾﨑 愛子/訳  森脇 和則/画 

福音館書店  933/ｺ 

● 『川べのちいさなモグラ紳士』  ﾌｨﾘﾊﾟ･ﾋﾟｱｽ/作 猪熊葉子/訳  岩波書店  933/ﾋ 

● 『太陽の東 月の西』  ｱｽﾋﾞｮﾙﾝｾﾝ/編  佐藤俊彦/訳  岩波書店  949/ﾀ 

  
 



図書館からのお知らせ 
書庫の本もご利用ください。 

「前に読んだあの本、いつ見ても本棚にないようだけど、貸出中？」という質問をカウンタ

ーでいただくことがあります。実際に貸出中の場合もありますが、その本なら書庫にあります

とお答えすることが最近多くなりました。 

書庫は、いつもみなさんが利用されている本棚のある閲覧室とは別に、事務室の奥にある

本を所蔵するための部屋で、ここにも本棚があります。書庫にある資料も、検索コーナーの利

用者検索端末（コンピュータ）やインターネット検索で探すことはできますし、「書庫資料請求

票」に記入してカウンターに請求すれば、館内（貸出禁止）のシールが貼ってあるもの以外は

借りることもできます。年数とともに内容が古くなった本、利用の少なくなった本は、少しずつ

書庫に移動し、限られた空間を利用の多い新しい本のためのスペースとして確保するように

しています。当館も、開館から 8 年を経て、書庫の本が増えてきています。どうぞ書庫の本も

ご利用ください。 

 

図書館からのお願い 
 ＜＜＜＜返却期限返却期限返却期限返却期限をををを守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう＞＞＞＞    

 市民図書館の貸出期間は 2週間です。さらに 

予約のかかっていないものについては、１回だ 

け 2週間の延長をすることができます。けれど、 

返却期間を過ぎても返却していただけない方が 

増えてきています。図書館では、毎月督促のハ 

ガキを送付し、さらには電話連絡で返却のお願 

いをしています。また、予約のかかっているも 

のについては、期限を少しでも過ぎると電話連 

絡しています。少しでも早くお求めの資料がお 

手元に届くようにと思います。ご協力ください。 

   

利用案内 
開館時間   10：00～18：00 

貸出冊数   図書    ２週間  ５冊 

         視聴覚資料 ２週間  ２点 

休館日     月曜日（祝日のときは翌日） 

         毎月月末日（その日が土･日･月 

のときはその翌日） 

返却ポスト  １，正面玄関向かって左 

   ２，図書館裏駐車場右 
 


