
 
 

１．昨年度（2009/4/1～2010/3/31 まで）の来館者数（本館）は何人でしょうか？ 

①約 159,000 人   ②約 285,000 人   ③約 452,000 人 

  ＊ヒント＊ 1 日平均の来館者数 約 1,５6０人でした。 

   ２．はつかいち市民図書館の蔵書数（視聴覚資料含む）は何点あるでしょうか？ 

①約 100,000 点     ②約 215,000 点     ③約 800,000 点 

            ＊ヒント＊ 児童書（読み物・絵本・紙芝居など）、約５８,000 点あります。 

   ３．このシールがついている本も借りることができる？ 

   ４．大野図書館から、大野・吉和地域をまわっている移動図書館車の名前は？ 

①こぐま号         ②たんぽぽ号        ③チューリップ号 

☆答えは、裏面右下にあります 

今月の展示  

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『２００９２００９２００９２００９年年年年・・・・２０１０２０１０２０１０２０１０年文学賞年文学賞年文学賞年文学賞をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした本本本本』』』』    

２００８・２００９・２０１０年の文学賞受賞作品を展示を行います。今年は、どの作家 

にスポットライトがあたるのでしょうか？ 

＜＜＜＜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＞『＞『＞『＞『ダンスダンスダンスダンス！！！！ダンスダンスダンスダンス！！！！ダンスダンスダンスダンス！！！！』』』』    

1 月１５日に、さくらぴあで開催される「森下真樹ダンス公演 さくらぴあデビュタント」 

にちなんで、ダンスやパフォーマンスに関する本を展示します。 

＜＜＜＜児児児児    童童童童    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『干支干支干支干支のののの本本本本・・・・おおさむこさむおおさむこさむおおさむこさむおおさむこさむ』』』』    

今月は「干支のウサギとさむ～い冬」にちなんだ絵本を集めました。この季節にぴったりの 

お話、あたたかくしてゆっくり読んでみてください。 

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『第第第第１６１６１６１６回回回回    ひろしまひろしまひろしまひろしま男子男子男子男子駅伝駅伝駅伝駅伝』』』』    

１月２３日（日）に天皇盃第１６回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会（愛称：ひろしま 

男子駅伝）が開催されます。平和記念公園をスタートし、宮島口を折り返し地点とするこ 

の大会にちなんで、陸上関係の本を展示します。 
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新春！！図書館クイズ 



ヤングアダルト新着情報     郷 土 資 料 紹 介 

             ＜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。 

『原爆が消した廣島』 田邊雅章/著 文芸春秋 217.6/ﾀ 

『政権』 日本経済新聞社/編 日本経済新聞社 312.1/ｾ 

『ああ、そうなんだ！魚講座』 亀井まさのり/著 恒星社厚生閣 487.5/ｶ 

『病院で使う言葉がわかる本』 和田ちひろ/著 実業之日本社 490.3/ﾜ 

『鰻にでもする？』 平松洋子/著 筑摩書房 596.0/ﾋ 

『＃１８マエケン』 前田健太/著 ベースボール・マガジン社 783.7/ﾏ 

『言語学者列伝』 樋口時弘/著 朝日新聞社 801.0/ｹ 

『星のあひびき』 丸谷才一/著 集英社 914.6/ﾏ 

『ホームズなんでも事典』 平賀三郎/編著 青弓社 930.2/ﾄ 

『ベスト・アメリカン・短編ミステリ』 ジェフリー・ディーヴァー/編 ＤＨＣ 933/ﾍ 

『そうはいかない』 佐野洋子/著 小学館 F/ｻ 

『虹色の皿』 拓未司/著 角川書店 F/ﾀ 

『ネバーランド』 藤野千夜/著 新潮社 F/ﾌ 

『最初の哲学者』 柳広司/著 幻冬舎 F/ﾔ 

『どんぐり姉妹』 よしもとばなな/著 新潮社 F/ﾖ 

＊図書館クイズの答え（１-③ ２-② ３-× ４-②）＊ 

『『『『ファッションファッションファッションファッション・・・・ライフライフライフライフのはじめのはじめのはじめのはじめ方方方方』』』』    

高村是州／著 岩波書店 589／タ 

「どんな服を着たらいいのかわからない」

「自分なんか何を着たって似合わない」ファ

ッションに対して、苦手意識や悩みをもって

いませんか？著者の高村さんは広島県出身

の服飾研究家で、最初からファッションに興

味を持っていたわけではありませんでした。

１０代の頃は、何を着ていいかわからず、黒

い服ばかり着ていたそうです。音楽好きの同

級生に「ロック好きなの？」と声をかけられ

「服は自分を表しているんだな」ということ

に気づいた著者は、少しずつファッションの

世界に興味を抱くようになりました。あなた

もファッションを通じて、自分らしい生き方

を見つけ出してみませんか。 

『『『『ライトノベルライトノベルライトノベルライトノベル創作創作創作創作Q&AQ&AQ&AQ&A』』』』    

ライトノベル作法研究所・日昌晶／著 

秀和システム 901.3／ラ 

ライトノベル小説の作法の紹介と上達の

研究をするためのＷｅｂサイト「ライトノベ

ル作法研究所」によせられた、執筆の悩みと

解答をまとめたライトノベル指南書です。

「他の作品の影響を受けやすい」「謎を残し

たままの終わり方はNG？」など、ライトノ

ベル作家志望者たちがよく抱え込みがちな

悩みを、Q&A形式で紹介しています。プロの

ライトノベル作家や、同じ悩みを過去に抱え

たことがある志望者たちによる丁寧で的確

なアドバイスは、悩みを一緒に乗り越える力

を与えてくれます。 

小田之口川物語 

ばんの木短歌会／発行 Ｈ217.6／オ 

「小田之口川物語」は、郷土史家大島氏

が「おおの五区だより」に連載した昭和六

十年四月から平成二年十月までの遺稿を、

ばんの木短歌会によってまとめられたも

のです。 

冒頭で、大野地域に流れる「中津岡川」

は「小田之口川」と以前は呼んでいたとい

うように、現存しない地名から、大野の歴

史を紐解いています。また、「大頭神社」

「烏食（とぐい）神事」についてわかりや

すく解説してあったり、戦前・戦中・戦後

の大野の様子を忠実に伝えている本書は

興味深い内容となっています。 

大島氏が苦労して集められた多くの資

料を託された方が、一文を寄せられていま

す。「原子爆弾、枕崎台風を体験された方

の貴重な手記もあります。どうか一人でも

多くの人の読んでいただき、戦争を知らな

い人達、子供達に戦争の悲惨さを語り伝え

ていただきたいと思います。」と結ばれて

います。 

    

郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料コーナーコーナーコーナーコーナーのののの本本本本はははは、、、、ラベルラベルラベルラベルにににに

「「「「ＨＨＨＨ」」」」というというというという記号記号記号記号がついてがついてがついてがついていますいますいますいます。。。。 

 
 



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

    

『『『『おかあさんはおかあさんはおかあさんはおかあさんは、、、、なにしてるなにしてるなにしてるなにしてる？？？？』』』』 
ドロシー・マリノ作・絵 こみやゆう訳 徳間書店 E/ﾏ 

子どもたちが学校や幼稚園にいる間、お母さんは

何をしているのでしょう？ 会社やお店で働いたり、

家で弟の世話をしたり、洋服を作ったりしています。

そして週末は親子が一緒に楽しく過ごします。母と

子のつながりを温かく描いた古典絵本です。 

 

『『『『あかちゃんがやってくるあかちゃんがやってくるあかちゃんがやってくるあかちゃんがやってくる』』』』    

ジョン・バーニンガム作 ヘレン・オクセンバリー絵  

谷川俊太郎訳 イーストプレス E/ｵ 

「あかちゃんがくるのよ」ママがぼくに言った。

その日から頭の中はそのことでいっぱい。いつくる

の？名前は？こないでって言えないの？ねえママ、

はやく会いたいよ…。初めてお兄ちゃんになる男の

子の期待や不安を描いた、夫婦初の共作絵本。 

 

    

『『『『野山野山野山野山のののの鳴鳴鳴鳴くくくく虫図鑑虫図鑑虫図鑑虫図鑑』』』』    

瀬長剛絵・文 偕成社 486/ｾ 

春のグラウンド、夏の海辺などの馴染みの場所を

はじめ、鉄道の線路敷や温泉地といった特殊な環境

まで、あらゆる場所に鳴く虫は生息しています。個々

の種類の特徴や分布などを緻密な絵と文で、詳細に

紹介しました。97 種類の鳴く虫が登場します。 

 

『『『『風風風風のののの少年少年少年少年ムーンムーンムーンムーン』』』』    

ワット・キー作 茅野美ど里訳 偕成社 933/ｷ 

アラバマの深い森で育った10歳の少年ムーンは、

父親の死をきっかけに少年養護施設へ入れられます。

自由のない生活に我慢できず、初めてできた友だち

と施設を脱走。一緒に森での逃亡生活を始めますが

…。戸惑いながらも、人とのかかわりの中で成長す

る少年の物語。 

そのそのそのその他他他他のののの新刊新刊新刊新刊    

『『『『天才天才天才天才たちのびっくりたちのびっくりたちのびっくりたちのびっくり！？！？！？！？子子子子どもどもどもども時代時代時代時代』』』』ｼﾞｬﾝ･ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ﾌﾟｲ ｱﾝﾇ･ﾌﾞﾗﾝｼｬｰﾙ著 ｾﾙｼﾞｭ･ﾌﾞﾛｯｼｭ絵  

木山美穂訳 岩崎書店  280/ﾌ 

   『『『『おきゃくおきゃくおきゃくおきゃく、、、、おことわりおことわりおことわりおことわり？』？』？』？』ﾎﾞﾆｰ･ﾍﾞｯｶｰぶん ｹｲﾃﾞｨ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾝﾄﾝえ 横山和江やく Ｅ/ﾃ 

『『『『なんでもふたつさんなんでもふたつさんなんでもふたつさんなんでもふたつさん』』』』M･S･ｸﾗｯﾁぶん 光吉夏弥やく K･ﾋﾞｰｾﾞえ 大日本図書 933/ｸ（新装版）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊 

           新年新年新年新年あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます    

     

お正月には年神さまを迎えて、新年を祝います。年末に大掃除をし、門松やしめ縄、かがみもちなど

を飾るのは、豊作や幸運をもたらしてくれる年神さまを迎えるためです。今月は、お正月にちなんだ本

をご紹介します。 

 

①①①①『『『『しめかざりしめかざりしめかざりしめかざり』』』』たくさんのふしぎたくさんのふしぎたくさんのふしぎたくさんのふしぎ傑作集傑作集傑作集傑作集    森須磨子文森須磨子文森須磨子文森須磨子文////絵絵絵絵    福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店    2010.122010.122010.122010.12    386386386386////ﾓﾓﾓﾓ        

しめ飾りは作る人やかざる場所、地域によっても、様々な形があります。宮島にある旅館「岩惣（い

わそう）」では、竹に葉ボタン南天の赤い実などがついた、華やかなしめ飾りが玄関先に飾られます。 

②②②②『『『『おもちのきもちおもちのきもちおもちのきもちおもちのきもち』』』』かがくいひろしかがくいひろしかがくいひろしかがくいひろし////作作作作・・・・絵絵絵絵    講談社講談社講談社講談社    2005.122005.122005.122005.12    E/E/E/E/ｶｶｶｶ    

 床の間に飾られていたかがみもち。いつなんどき食べられるかわからないと、家から外へ、ペッタン

ペッタンと逃げ出し…。ユーモアあふれるお話です。 

③③③③『『『『ふくねずみふくねずみふくねずみふくねずみ    すごろくばなしすごろくばなしすごろくばなしすごろくばなし』』』』わたりむつこわたりむつこわたりむつこわたりむつこ////作作作作    ましませつこましませつこましませつこましませつこ////絵絵絵絵    福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店    1992.1992.1992.1992.１１１１    E/E/E/E/ﾏﾏﾏﾏ    

最近では、正月の伝統的な遊びをあまり見かけなくなりました。この本では、凧揚げ・こま回し・羽

根つき・すごろく・カルタとりなどの遊びが温かみのある絵で紹介されています。 

④④④④『『『『みかんのひみつみかんのひみつみかんのひみつみかんのひみつ』』』』しぜんにしぜんにしぜんにしぜんにタッチタッチタッチタッチ！！！！    岩間史郎岩間史郎岩間史郎岩間史郎////写真写真写真写真    ひさかたひさかたひさかたひさかたチャイルドチャイルドチャイルドチャイルド    2007.122007.122007.122007.12    625/625/625/625/ﾐﾐﾐﾐ    

 こたつでみかんを食べるのも、お正月の楽しみのひとつですね。みかんという果物の仕組みとその実

のなり方を知ることができます。おはなし会にも使いやすい写真絵本です。 

 

 

ミニブックトーク 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

下記の図書は、予約の方がかなり多くお待ちいただいている期間がとても長くなっております。 

また、これらの本を読み終えて不要になった方は、寄贈をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

 

 

 
＊詳細は、館内に掲示しています＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  
夜行観覧車    湊かなえ 

11 体脂肪計タニタの社員食堂 

            タニタ 

２  

１Q８４BOOK1  村上春樹 

12 カッコウの卵は誰のもの  

東野圭吾 

３  

小暮写真館    宮部みゆき 

13  

新参者      東野圭吾 

４  

プラチナデータ  東野圭吾 

14  

白銀ジャック   東野圭吾 

５ もし高校野球の女子マネージャーがドラッカー

の『マネジメント』を読んだら  岩崎夏海 

15  

天地明察     冲方丁 

６  

往復書簡     湊かなえ 

16  

孤舟       渡辺淳一 

７  

１Q８４BOOK３  村上春樹 

17   

あんじゅう    宮部みゆき 

８  

１Q８４BOOK２  村上春樹 

18  

Ｎのために    湊かなえ 

９ たった１分で人生が変わる片づけの習慣 

小松易 

19  

母～オモニ～   姜尚中 

10  

神様のカルテ   夏川草介       

20  

小さいおうち   中島京子 

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    

            

網網網網かけのかけのかけのかけの日日日日がががが休館日休館日休館日休館日ですですですです    
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３１３１３１３１                        

１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～   

 

◆“特別企画”パパのおはなし会 

  【対象】幼児～ 

【時間】１４時３０分～ 

場所はいずれも 

図書館会議室です 

   

 


