
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

今月の展示     

＜＜＜＜さくらぴあさくらぴあさくらぴあさくらぴあ展示展示展示展示＞『＞『＞『＞『子子子子どもとどもとどもとどもと音楽音楽音楽音楽』』』』    

７月２３日（金）にさくらぴあで開催される「キッズのためのはじめての音楽会」にちなんで、「子

どもと音楽のつながり」について書かれた本を展示します。 

＜＜＜＜児児児児    童童童童    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『暑暑暑暑～～～～いいいい夏夏夏夏』』』』    

あついあつい夏がやってきました。夏といえば、海・プール・スイカ・カブトムシ・ひまわり…た

くさんありますね！図書館には、そんな夏をテーマにした絵本がたくさんあります。そしてあつい

夜には、ちょっぴりこわいおばけの本はいかが？    

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『７７７７月月月月９９９９日日日日    鴎外忌鴎外忌鴎外忌鴎外忌』』』』    

１９２２年（大正１１年）のこの日、「舞姫」などの作品で知られる作家「森鴎外」が亡くなりまし

た。本名は森林太郎。墓は東京三鷹の禅林寺と郷里の島根県津和野町の永明寺にあります。鴎外忌に

ちなんで、鴎外の作品と鴎外を紹介した本を展示します。 

 

 

 
NONONONO．．．．１４１４１４１４８８８８        ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年            ７７７７月号月号月号月号                                                    はつかいちはつかいちはつかいちはつかいち市民図書館市民図書館市民図書館市民図書館 

(2010(2010(2010(2010 年年年年７７７７月月月月１１１１日発行日発行日発行日発行))))                                                                    電話電話電話電話（（（（0829082908290829））））20202020----0333033303330333 
廿日市市下平良廿日市市下平良廿日市市下平良廿日市市下平良 1111----11111111----1111 

ホームページ http://www.hiroshima-hatsukaichi-lib.jp/ 

2010201020102010 年年年年のののの国民読書年国民読書年国民読書年国民読書年をををを記念記念記念記念してしてしてして、、、、読書読書読書読書へのへのへのへの関心関心関心関心

とととと興味興味興味興味をををを高高高高めるためめるためめるためめるため、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの好好好好きなきなきなきな絵本絵本絵本絵本

をををを募集募集募集募集しますしますしますします。。。。廿日市廿日市廿日市廿日市のみんながのみんながのみんながのみんなが好好好好きなきなきなきな絵本絵本絵本絵本はどはどはどはど

んなんなんなんな絵本絵本絵本絵本でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？    

＜７・８月 中 央 展 示＞ 

『絵本のとびら―出会っておきたい２００冊―』で紹介されている絵本約 200 点を 

展示しています。すてきな絵本に出会えたら、「ぴかいちえほん」に投票してくだ 

さい。投票結果は、１０月号の「広報はつかいち」で発表します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 今 月 の 新 着 （一般書） 〉 

 

図書館図書館図書館図書館にはにはにはには１１１１ヶヶヶヶ月月月月にににに約約約約６００６００６００６００冊冊冊冊のののの新刊新刊新刊新刊がががが入入入入りますりますりますります。。。。そのそのそのその一部一部一部一部をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

『『『『名画名画名画名画でででで読読読読みみみみ解解解解くくくくブルボンブルボンブルボンブルボン王朝王朝王朝王朝１２１２１２１２のののの物語物語物語物語』』』』  中野京子/著 光文社 S288.4/ナ 

『『『『地域地域地域地域をををを活性化活性化活性化活性化するするするするマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント』』』』  中根雅夫/著 同友館 318.6/ナ 

『『『『ねむりねむりねむりねむり学入門学入門学入門学入門』』』』  神山潤/著 新曜社 498.3/コ 

『『『『消費消費消費消費とととと投資投資投資投資でででで人生人生人生人生をををを狂狂狂狂わすなわすなわすなわすな』』』』  小堺桂悦郎/著 幻冬舎 591/コ 

『『『『おかずのおかずのおかずのおかずの手帖手帖手帖手帖。。。。』』』』  志賀靖子/料理 成美堂出版 596/シ 

『『『『書書書書ってってってって何何何何だろうだろうだろうだろう？？？？』』』』  夏目房之介/著 二玄社 728/ナ 

『『『『天才天才天才天才    勝新太郎勝新太郎勝新太郎勝新太郎』』』』  春日太一/著 文芸春秋 S778.2/カ 

『『『『「「「「箇条書箇条書箇条書箇条書きききき」」」」をををを使使使使ってまとまったってまとまったってまとまったってまとまった量量量量でもでもでもでもラクラクラクラクラクラクラクラク書書書書けるけるけるける文章術文章術文章術文章術』』』』  橋本淳司/著 大和書房 816/ハ 

『『『『生生生生きるためにきるためにきるためにきるために、、、、一句一句一句一句』』』』  細谷亮太/著 講談社 911.3/ホ 

『『『『森繁森繁森繁森繁さんのさんのさんのさんの長長長長いいいい影影影影』』』』  小林信彦/著 文芸春秋 914.6/コ 

『『『『わたしたちはまだわたしたちはまだわたしたちはまだわたしたちはまだ、、、、そのそのそのその場所場所場所場所をををを知知知知らないらないらないらない』』』』  小池昌代/著 河出書房新社 Ｆ/コ 

『『『『想想想想いいいい火火火火』』』』  中野順一/著  徳間書店 Ｆ/ナ 

『『『『図書室図書室図書室図書室からはじまるからはじまるからはじまるからはじまる愛愛愛愛』』』』  パドマ･ヴェンカトラマン/著 小梨直/訳 白水社 933/ウ 

夏休み作ろう！企画 

折り紙・切り紙講座 

日 時 ８月７日（土） 

     10：00～11：30 

会 場 さくらぴあ会議室 

講 師 はつかいち市民図書館職員 

対象者 小学校低学年 

準備物 はさみ のり 筆記用具 

定 員 先着15名  

（定員になった時点で締切ります） 

参加費 100円（保険代） 

申申申申しししし込込込込みみみみ方法方法方法方法    

受付受付受付受付    7777月月月月1111日日日日（（（（木木木木））））10101010：：：：00000000～～～～    

※電話またはＦＡＸで、はつかいち美術ギャラリー

へ申し込んでください 

電 話 0829-20-0222 

ＦＡＸ 0829-331-5108 

①希望講座名（折紙・きり紙講座） 

②参加者名  ③住所 

④電話番号 をお知らせ下さい。 

「おおきな絵の前でおはなし会」 

いつもとは、ちがった場所で「おはなし会」を 

体験してみませんか？ 

美術ギャラリー展示室内の、2.1×6.0ｍの屏風（睡蓮の絵）

の前で行います。 

内容は、睡蓮にちなんだ絵本の読み聞かせです。 

 

日 時 8月11日（水）11：00～11：30 

場 所 美術ギャラリー展示室前 

講 師 はつかいち市民図書館職員 

対 象 幼児～小学校低学年 

＊事前申し込みは不要ですが、 

保護者の方は観覧券（団体料金を適用） 

が必要です。 

 

こ ん な の 作

ります！ 

一 緒 に チ ャ

レ ン ジ し て

みませんか 

小鳥やチョウチョ、トンボにカブト虫。作品の中に描か

れたそっと息づく「小さないのち」。美術館ギャラリー

で生命の輝きにふれてみませんか？ 

ウッドワンウッドワンウッドワンウッドワン美術館美術館美術館美術館    収蔵作品展収蔵作品展収蔵作品展収蔵作品展⑰⑰⑰⑰    

８８８８月月月月５５５５日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～８８８８月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（日日日日））））    

 

開催中開催中開催中開催中！！！！    

－－－－ぜひごぜひごぜひごぜひご参加参加参加参加くださいくださいくださいください！！！！－－－－    

 



                        ここここ    どどどど    もももも    のののの    ほほほほ    んんんん    

    

『『『『森森森森にめぐるいのちにめぐるいのちにめぐるいのちにめぐるいのち』』』』    

片山令子文 姉崎一馬写真 フェリシモ出版 650/ｶ 

静かな森に大きな音が響く。それは大木が倒れた

音だ。そこにはぽっかりと青空の窓が開き、光があ

ふれ、風が通る。そして光をあびた大地には、やが

て小さな木が芽吹き、新しいいのちが生まれる。森

に暮らすいきものたちのいのちが森を育て、森のい

のちは途切れることなくめぐりめぐる。その営みを

写真と美しい言葉で綴ります。 

    

『『『『なかないでなかないでなかないでなかないで、、、、毒毒毒毒きのこちゃんきのこちゃんきのこちゃんきのこちゃん』』』』    

ﾃﾞｨｼﾞｰ･ﾑﾗｰｽｺｳﾞｧｰ作 関沢明子訳 理論社 989/ﾑ 

猟師の小さな娘カテジナは、見たところふつうの

女の子ですが「緑色の血」をもつ森の娘です。ヒキ

ガエルと森中に響く声で口げんかをしたり、泣き虫

の赤い毒キノコをなぐさめたり、金色のオスジカと

の不思議な体験など…。森をうやまい、大切にする

カテジナの姿が印象的です。チェコの森に生きる知

恵や、喜びを知るカテジナの日々を描いた短篇３０

編を収録。 

    

『『『『まるまるまるのほんまるまるまるのほんまるまるまるのほんまるまるまるのほん』』』』 

ｴﾙｳﾞｪｨ･ﾃｭﾚさく たにかわしゅんたろうやく ポプラ社  E/ﾃ 

 本の中に描かれているきいろいまるを指でこする

と、あら不思議！赤いまるに変身。次に、まるを５

回クリックすると…びっくり！１このまるが５こに 

増えた。それから本をゆすってみよう！左にかたむ

けるとどうなる？など、人をびっくりさせるのが大

好きな作者が、たくさんのびっくりをつめこんだ、

心と体で楽しむ絵本です。 

 

『『『『へんなどうつぶへんなどうつぶへんなどうつぶへんなどうつぶ』』』』    

ﾜﾝﾀﾞ･ｶﾞｱｸﾞ＝文と絵 わたなべしげお＝訳 瑞雲舎 Ｅ/ｶ    

山奥に住んでいるボボじいさんはおいしい食べ物

を作って鳥や動物たちが来るのを待っていました。

ある日、頭からしっぽの先まできれいな青いとげと

げがついている変な「どうつぶ」がやってきました。

「どうつぶ」の大好物が人形だと知って悲しくなっ

たボボじいさんは、子どもたちのために人形を食べ

るのを止めさせたいと知恵を絞ります。やさしくて

賢いボボじいさんが思いついたその方法とは…。

    

『『『『ひぐれのおひぐれのおひぐれのおひぐれのお客客客客』』』』    安房直子作 MICAO 画 福音館書店 913/ｱ 巻末に「（エッセイ）絵本と子どもと私」掲載。 

『『『『ライオンライオンライオンライオンとねずみとねずみとねずみとねずみ』』』』    ジェリー・ピンクニー作 さくまゆみこ訳 光村教育図書 Ｅ/ﾋ 2010 年コルデコット賞受賞。 

『『『『ぶどうぶどうぶどうぶどう酒酒酒酒びんのふしぎなびんのふしぎなびんのふしぎなびんのふしぎな旅旅旅旅』』』』    影絵 藤城清治 原作 アンデルセン 訳 町田 仁 講談社 E/ﾌ  

暮らしの手帖社１９５０年刊を再編集 

 

 

ヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルト新着情報新着情報新着情報新着情報 
 

『『『『きみはなぜきみはなぜきみはなぜきみはなぜ生生生生きているのかきているのかきているのかきているのか？』？』？』？』    

中島義道／著 偕成社 913 ナ 

高校生になって、ひきこもってしまったクライ君

（磯倉哲）は、もうじき１６歳になる高校一年生。入

学して一ヶ月もたたない４月末から学校に行ってい

ません。こんなにつらいのに、生きていかねばならな

いんだろう？どうせ死ぬのに、なんでいま死んではな

らないんだろう？と思い悩むクライ君のもとへ、「ニ

ーマント」という人から一通の手紙が届きます。「ぼ

くはきみの味方。これから五日に一度手紙を書くよ」

という内容の手紙には、クライ君を勇気づけるように、

「過去」「未来」「いま」そして「死」についてつづら

れていました。「ニーマント」は、４７年後の自分か

もしれないと思うようになったクライ君は、とても大

切な何かをつかんだ気がしたのです。本書は、一つの

答えを、生きる勇気を与えてくれる１冊です。 

『『『『アイデアアイデアアイデアアイデアはどこからやってくるはどこからやってくるはどこからやってくるはどこからやってくる？』？』？』？』    

岩井俊雄／著 河出書房新社 141 イ 

 縦に開く絵本『１００かいだてのいえ』や、光と音

を奏でる楽器『TENORI－ON』（テノリオン）など、

これまでにない斬新な「アイデア」からさまざまなヒ

ット作を生み出してきた岩井俊雄さん。「アイデア」

の秘密を岩井さん自身がこっそり教えちゃいます！ 

 岩井さんがこれまでたずさわってきた作品や仕事

を例に、どこからその「アイデア」が生まれ、どう育

っていったのかが、本書では詳しく述べられています。

私たちの生活が先人たちの「アイデア」によって築

かれているように、私たちもまた多くの「アイデア」

を生み出す可能性を秘めた存在です。「アイデアを出

し、形にする」ことで、人生を貪欲に楽しみたい著者

からのヒントやメッセージがつまった１冊です。 

新刊 

 

 



    

ご意見をお寄せいただきありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

            

    

    １１１１    ２２２２    

◎◎◎◎    

３３３３    

    

４４４４    ５５５５    

休館休館休館休館    

６６６６    

    

７７７７    

    

８８８８    

    

９９９９    

    

１０１０１０１０    

☆☆☆☆    

１１１１１１１１    

    

１１１１２２２２    

休館休館休館休館    

１１１１３３３３    

    

１１１１４４４４    

    

１１１１５５５５    

    

１１１１６６６６    

◎◎◎◎    

１１１１７７７７    

■■■■    

１１１１８８８８    

    

１１１１９９９９    

    

２０２０２０２０    

休館休館休館休館    

２１２１２１２１    

    

２２２２２２２２    

    

２２２２３３３３    

    

２２２２４４４４    

☆☆☆☆    

２５２５２５２５        ２６２６２６２６    

休館休館休館休館    

２２２２７７７７    

    

２２２２８８８８    

    

２２２２９９９９    ３０３０３０３０        ３１３１３１３１    

７月の図書館カレンダー 

 

◎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～   

 

■ストーリーテリングのおはなし会 

【対象】幼児～ 

  【時間】１１時～   

 

ご意見： 

『ＣＤをもっと沢山置いてください。少なすぎます。特にＪポップのＣＤを 

増やして欲しいです。そうしたら、利用者が増えるのでは？』 

 

回 答： 

『いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。７月１日から、試行

的に視聴覚資料の貸出点数を、「２点以内」から「３点以内」に増やします。

視聴覚資料の新規リクエストは受け付けておりませんが、視聴覚資料の貸出

傾向を分析しながら、限られた予算のなかで選定し購入しています。』 

＜８月の休館日＞ 

８８８８月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（火火火火））））は、月末日です

が夏休み最終日にあたるので、開館開館開館開館

します。 

 

８月の月末整理日は、９月１日（水）

を休館して行います。 

ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお

願いします。 

 

＜視聴覚資料について＞ 

『『『『２２２２点以内点以内点以内点以内』』』』から『『『『３３３３点以内点以内点以内点以内』』』』に 

貸出点数を試行的に増やします。 

 

＜実施期間＞ 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日～～～～    

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までまでまでまで    

＜対象資料＞ 

カセットカセットカセットカセット・・・・ビデオビデオビデオビデオテープテープテープテープ、ＣＤ、ＤＶＤ、ＬＤ、ＣＤ、ＤＶＤ、ＬＤ、ＣＤ、ＤＶＤ、ＬＤ、ＣＤ、ＤＶＤ、ＬＤ    

 
 


