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「中高生のみなさんへ
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はつかいち市民図書館
12 月展示

すてきなしおり
すてきなしおり
プレゼント！
プレゼント！

＊中国新聞日曜紙面「青春文学館」で紹介された本や、
野坂・阿品台・四季が丘中学校生徒のオススメ本の紹介を行います＊

流行りの本だけでなく、昔から読み継がれ
ている本も読んでいる「今どき」の１０代！
「今どき」の１０代がどんな本を読んでいる
のか、注目の１ヶ月です！！

＜今

月

展示期間：12 月 2 日（水）～27 日（日）
（休館日：7・14・21）

の

展

示＞

＜さくらぴあ展示
さくらぴあ展示＞『
展示＞『なつかしい
＞『なつかしい童謡
なつかしい童謡』
童謡』
１２月２３日（祝）に開催される「第３回みんなの童謡歌唱フェスティバル」にちなんで、思わ
ず口ずさみたくなる「童謡」に関する本を展示します。
＞『メリー
メリー・
クリスマス！
＜児 童 展 示＞『
メリー
・クリスマス
！』
今年はサンタさんにどんなお願いをしようかな、とわくわく・ドキドキしながらクリスマスを待
つ。そんな今にピッタリの絵本を集めてみました。
＞『冬
みたい恋愛小説
恋愛小説』
＜テーマ 展 示＞『
冬に読みたい
恋愛小説
』
寒い季節にぴったりの、気持ちが温かくなるような「恋愛小説」を展示します。

読 書 会 情 報

郷 土 資 料 紹 介
平成２０年度
主要施策の成果に関する説明書』

毎月１冊課題図書を決めて、本の感想
を自由に語り合っています。
みんなで、本のおもしろさを分かち合
える「さつき読書会」に参加してみま
せんか？
＜活動日＞第３水曜日10:00～12:00
＜場 所＞さくらぴあ会議室など
＜会 費＞1,200／月（３カ月分前納）
＜講 師＞深川賢郎 先生

～１０月読書会課題図書～
『アルジャーノンに花束を』
３２歳になったチャーリー・ゴードンの知能
は、幼児と同じようで、ＩＱ７０でした。
チャーリーは、パン屋に一緒に勤める仲間か
ら、からかわれる人物です。しかし、このこ
とは、チャーリーにとって「愛されている」
というシグナルだったのです。あるとき、チ
ャーリーは野心的な大学教授の手によって、
脳の手術をされます。当初、知能検査のライ
バルはアルジャーノンというネズミでした。
手術の結果、チャーリーの知能は日を追って
高まり、ＩＱ１８５になりました。変身した
チャーリーは、これまでの人間関係を維持す
ることが困難となります。かつて親しかった
人々が彼に期待していたのは道化役だった
のです。
「読書会通信 根っこの歌」より

廿日市市／編

Ｈ318.2／シ

２００９年

第１章では、平成２０年度普通会計の決
算状況について説明しています。決算額は
歳入３９０億３，６１６万５千円
歳出３８５億６，６７５万７千円で、昨年
度に比べ、歳入歳出とも２０億円程度縮小
しています。
第2章では、主要施策の状況を議会・総
務・民生・衛生・農林水産業・商工・土木・
消防・教育・公債費の部門別に説明してい
ます。平成２０年度に行われた主な事業に
かかった費用と成果の詳細を知ることが
できます。
第３章では、１４事業の特別会計の事業
内容と決算額を説明しています。特別会計
には、国民健康保険特別会計や公共下水道
事業特別会計などがあります。
「市の家計簿」として、本書を見てみる
と廿日市市の現状を知るてがかりとなる
貴重な１冊です。

廿日市市に関係する資料は、一番奥の
「Ｎ」の棚にあります。ラベルに「Ｈ」
という記号がついています。

＜今 月 の 新 着（一般書）＞
図書館には１カ月に約６００冊の新刊が入ります。その一部を紹介します。
長谷川和広/著 かんき出版 159/ﾊ
『社長のノート』
『読むだけですっきりわかる日本史』
後藤武士/著 宝島社 B210.1/ｺ
『時代の風を読む』
山内昌之/著 潮出版社 304/ﾔ
『「エンジンのないクルマ」が変える世界』 大久保隆弘/著 日本経済新聞出版社 546.5/ｵ
『シネマ食堂』
飯島奈美/著 朝日新聞出版 596/ｲ
『半農生活をはじめよう』
増山博康/著 かんき出版 611.7/ﾏ
『森の道楽 自分の森を探検する』
藤澤和人/著 コモンズ 651.1/ﾌ
『癒しの旅 古仏巡礼』
講談社/編 講談社 718/ｺ
『二代目』
中村吉右衛門/著 毎日新聞社 774.2/ﾅ
『読まず嫌い。』
千野帽子/著 角川書店 902.3/ﾁ
『逃げの一手』
まどみちお/著 小学館 911.5/ﾏ
『わたしの蜻蛉日記』 瀬戸内寂聴/著 集英社 915.3/ﾌ
『ノーバディノウズ』 本城雅人/著 文芸春秋 F/ﾎ
『小太郎の左腕』
和田竜/著 小学館 F/ﾜ

新刊

こ ど も の ほ ん

『だっこのおにぎり』
だっこのおにぎり』

『山ねこホテル
ねこホテル』
ホテル』

長野ヒデ子・作 つちだのぶこ・絵 佼成出版社 E/ﾂ

柴野民三文 茂田井武絵 ビリケン出版 913/ｼ

「だっこ だっこ ママ だっこ だっこの お
にぎり してちょうだい」とねだると、ママがわた
しをだっこして、くちゅくちゅ、ぎゅっぎゅっとお
にぎりをつくってくれます。おかあさんと赤ちゃん
が、楽しく遊べる絵本です。楽譜がついています。

心温まるお話や、ゾッとしてしまう少しシビアな
お話など７編を温かくユーモラスな絵で描かれた童
話集。画家茂田井武は、百冊以上の子どもの本の挿
絵を描いてきました。代表作『セロひきのゴーシュ』
（福音館書店）は病床で描いた本です。

『楽しいスケート
しいスケート遠足
スケート遠足』
遠足』

『お兄ちゃんは自閉
ちゃんは自閉症
自閉症』

ヒルダ・ファン・ストックム作/絵 ふなとよし子訳 福音館
書店 933/ﾌ

牧純麗著 森由美子監修・訳 クリエイツかもがわ 936/ﾏ

オランダに本格的な冬が訪れると、国じゅうの運
河や水路が凍りつき、
氷の道がどこまでも続きます。
エベルトとアフケの双子とクラスの子たちにとって
初めてのスケート遠足は、魔法の旅でした。災難に
遭ったり冒険したり、心優しい人々と友情を育くみ
ます。温かく古典的な絵が文章にぴったりです。

純麗ちゃんの双子の兄隼人君は自閉症です。自閉
症は発達障害のひとつで脳の発達の仕方が通常と違
うことから起こります。純麗ちゃんの手記には、兄
の行動異常や感動の揺れ、食事の嗜好、お遊びや睡
眠などが具体的に書かれています。一緒に成長した
兄への愛情がいっぱい感じられます。

『ひろしま国
ひろしま国―１０代
１０代がつくる平和新聞
がつくる平和新聞―
中国新聞社[編] 明石書店 319/ﾋ
平和新聞―』
『NHK 伝える極意
NHK「伝える極意｣制作班編 汐文社 361/ｴ
える極意①
極意① 書く極意』
極意』
『ピクルスの
みやおしげお へん かわむらふゆみ え 農文協 596/ﾋ
クルスの絵本』
絵本』
『わたしは日本軍
わたしは日本軍「
日本軍「慰安婦｣
慰安婦｣だった―
だった―日本にも
日本にも戦争
にも戦争があった
戦争があった３
があった３―』
『フランバーズ屋敷
フランバーズ屋敷の
屋敷の人びと１
びと１･２』

李容洙・高柳美知子著 新日本出版社 929/ｲ
K.M.ペイトン作 掛川恭子訳 岩波書店 933/ﾍ

ミニブックトーク
わたしの願
わたしの願い、ぼくの願
ぼくの願い。
あなたの願いは何ですか？ 願いの中身は、すぐ叶いそうなささやかなことから、とても叶いっこない
と思えることなど、さまざまです。クリスマスを目前に、子どもたちの願いはサンタさんに届くでしょう
か？さて、絵本の中の主人公たちの願いをご紹介しましょう。まずは古典絵本から。はらっぱへ遊びにい
ったわたしが「ばったさんあそびましょ」と言うと、ばったは飛んでってしまう。かえるやかめと次々に
声をかけても…。静かな時間が流れていく『わたしとあそんで』
。あらいぐまのぼうやが「よるをみたい」
と言うと、
「まんげつになるまでまちなさい」とお母さん。ばうやは待って待って待ちました。お母さんに
「さあ、いっといで！」と言われたぼうやはどんなに満足したでしょう。
『わたしとあそんで』と『まんげ
つのよるまでまちなさい』は、長く読み継がれている本で、親子でぜひ楽しんでいただきたい２冊です。
さて、つぎは『にんきもののねがい』。学級委員長でバレンタインデーにチョコをいっぱいもらう人気者
のこまつ君に悩みが…。読み聞かせで楽しむこともできるこのシリーズは４冊あります。
ユダヤ教、イスラム教、キリスト教それぞれが、宗教上意味のある神聖な場所パレスチナは、50 年以上
も前から紛争が続いています。そこに住んでいる子どもたちの願いが書かれた『三つの願い』
。大人の選ん
だことが、子どもたちの生活にどういう影響を与えているかが語られています。

『わたしとあそんで』マリー･ホール･エッツぶん/え よだじゅんいち/やく 福音館書店 E/ｴ
『まんげつのよるまでまちなさい』ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝさく ｶﾞｰｽ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞえ まつおかきょうこやく ペンギン社
『にんきもののねがい』森絵都文 武田美穂絵 童心社 913/モ
『三つの願い-パレスチナとイスラエルの子どもたち-』デボラ･エリス著 もりうちすみこ訳 さえら書房 228/ｴ

E/ｳ

日時：１２月１７日（木）13：30～16：00
場所：市役所 7 階会議室
内容：①ブックトークの実践
②お楽しみ交流会
「愛」がテーマの本について参加者が持ち寄り
話し合います。参加希望の人は、
「愛」がテーマ
の本について絵本・児童書・一般書どんなジャ
ンルの本でもいいので持ってきてください。

１回から３回目を受講されていない人でも、参加できます。たく
さんの人の参加をお待ちしております。

１２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
【対象】乳幼児
【時間】1 回目 11 時～
2 回目 11 時 30 分～
※整理券を相談窓口で配布します
☆おはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～

場所はいずれも

２７

図書館会議室です

２８
２９ ３０
３１
休館 休館 休館 休館

年末年始のお知らせ

１２月２８日（月）～１月４日（月）
ブックポストの容量に限りがありますので、できるだけ開館中に窓口へお返しくださるよう
ご協力をお願いします。

