
    

日時日時日時日時    １１１１１１１１月月月月５５５５日日日日（（（（土土土土））））10:0010:0010:0010:00～～～～15:0015:0015:0015:00    

    

場所場所場所場所    廿日市市役所庁舎周辺及廿日市市役所庁舎周辺及廿日市市役所庁舎周辺及廿日市市役所庁舎周辺及びさくらぴあびさくらぴあびさくらぴあびさくらぴあ小小小小ホールホールホールホール    

        

地球温暖化問題地球温暖化問題地球温暖化問題地球温暖化問題やややや環境保全環境保全環境保全環境保全についてについてについてについて、、、、理解理解理解理解やややや関心関心関心関心をををを深深深深めるめるめるめるとともにとともにとともにとともに    

    地球保全活動地球保全活動地球保全活動地球保全活動へのへのへのへの参加意識参加意識参加意識参加意識のののの高揚高揚高揚高揚をををを図図図図るためるためるためるため、、、、環境環境環境環境についてについてについてについて楽楽楽楽しくしくしくしく学学学学べべべべ

るるるる、、、、参加体験型参加体験型参加体験型参加体験型のののの環境環境環境環境イベントイベントイベントイベントとしてとしてとしてとして「「「「はつかいちはつかいちはつかいちはつかいち環境環境環境環境フェスタフェスタフェスタフェスタ 2011201120112011」」」」

がががが開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。    

        50505050 年年年年、、、、100100100100 年後年後年後年後のののの人達人達人達人達にににに素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい環境環境環境環境ををををバトンタッチバトンタッチバトンタッチバトンタッチできるようできるようできるようできるよう私私私私

たちにできることをたちにできることをたちにできることをたちにできることを考考考考えてみませんかえてみませんかえてみませんかえてみませんか。。。。    

 

 
 

    
 
 

                                              

    

    

    

 

 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＞「＞「＞「＞「懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの昭和喜劇映画特集昭和喜劇映画特集昭和喜劇映画特集昭和喜劇映画特集」」」」    

さくらぴあでは、平成 23 年度優秀映画鑑賞推進事業として、東京国立近代美術館フィルムセン

ター所蔵作品の中から、風刺劇に落語ネタ、庶民劇にクレイジーキャッツ森繁久弥出演の 2 作品を

含め喜劇映画の代表作を上映します。昭和を彩る映画に関する本を読んで映画を鑑賞すれば楽しさ

倍増です。 

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『エコエコエコエコななななライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをををを目指目指目指目指してしてしてして』』』』環境環境環境環境フェスタフェスタフェスタフェスタ２０１１２０１１２０１１２０１１協賛協賛協賛協賛    

  11 月 5 日（土）に開催される環境フェスタで、図書館は本と雑誌のリサイクル市を開催します。

併せて、図書館にある環境に関する本を集めて展示しています。これを機に「エコなライフスタイル」

を身につけてみませんか？ 

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『11111111 月月月月 11111111 日日日日はははは介護介護介護介護のののの日日日日』』』』    

   介護が必要となる要因の１つとして認知症があります。認知症は誰もがなる可能性のある脳の病気

です。早期に発見することにより、症状の進行を緩やかにするための治療を受けることができます。

認知症を正しく理解して、偏見をなくし予防に努めてみませんか？ 

 

 
NONONONO．．．．１６３１６３１６３１６３        ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１１１１１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 

(201(201(201(201１１１１年年年年１１１１１１１１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/ 
 

～エコなライフスタイルを目指して～ 



今月の新刊（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。 
 

『人生で大切なことは､すべて｢書店｣で買える｡』 千田 琢哉/著  日本実業出版社  019/ｾ 

『子どもの育ちを支える絵本』 脇 明子/著  岩波書店  019.5/ﾜ 

『世界史をつくった海賊』 竹田 いさみ/著  筑摩書房  S209/ﾀ 

『広島県謎解き散歩』 松井 輝昭/著  新人物往来社  B291.7/ﾋ    

『『『『逃逃逃逃げないげないげないげない生生生生きききき方方方方』』』』    島田島田島田島田    裕巳裕巳裕巳裕巳////著著著著        ベストセラーズベストセラーズベストセラーズベストセラーズ        SSSS304304304304////ｼｼｼｼ    

『『『『おばあさんのおばあさんのおばあさんのおばあさんの魂魂魂魂』』』』    酒井酒井酒井酒井    順子順子順子順子////著著著著        幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎        367.7/367.7/367.7/367.7/ｻｻｻｻ    

『「核の今」がわかる本』 太田 昌克/著  講談社  S319.8/ｵ 

『子どものための小さな援助論』 鈴木 啓嗣/著  日本評論社  493.9/ｽ 

『数字は世界を変える』 リリアン・Ｒ.リ－  ソフトバンククリエイティブ  410.4/ﾘ 

『広島の山野草 秋編 植物』 浜田 展也/監修  南々社  472.1/ﾋ 

『失語症の理解とケア』 遠藤 尚志/著  雲母書房  493.7/ｴ 

『基本を知る放射能と放射線』 藤高 和信/著  誠文堂新光社  539.6/ﾌ 

『魂のゆくえ』 間 寛平/著 ワニ・プラス  779.9/ﾊ 

『おまえさん』上･下  宮部 みゆき/著  講談社  F/ﾐ 

『黄金の太刀』 山本 兼一/著  講談社  F/ﾔ 

『東京難民』 福沢 徹三/著  光文社  F/ﾌ 

『家康の子 結城秀康』 植松 三十里/著 中央公論新社  BF/ｳ 

『こいわすれ』 畠中 恵/著  文芸春秋  F/ﾊ 

『虚像』上･下  高杉 良/著  新潮社  F/ﾀ 

『鼠、夜に賭ける』 赤川 次郎/著  角川書店  F/ｱ 

『はやく名探偵になりたい』 東川 篤哉/著  光文社  F/ﾋ 

『忍び秘伝』 乾 緑郎/著 朝日新聞出版  F/ｲ 

 

 

 

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ってってってって？？？？    

子どもから大人へ、成長していく時期にある１２～１８歳くらいの若者たちのことを表した言葉です。ヤングコ

ーナーに入った本の新刊を毎月紹介します。 

『『『『小中学生小中学生小中学生小中学生のためののためののためののための初初初初めてめてめてめて学学学学ぶぶぶぶ著作権著作権著作権著作権』』』』    

岡本薫／著 朝日学生新聞社 021021021021オオオオ 

 インターネットやパソコン、携帯電話などの普

及とともに「著作権」という言葉も広く知られる

ようになりました。自分が「作ったもの」を無断

で使われないために、また自分が他の人の権利を

侵害しないために、「著作権」がどんな法律なの

かを分かりやすく解説しています。巻末には著作

権クイズ付き。 

『『『『モナミモナミモナミモナミはははは世界世界世界世界をををを終終終終わらせるわらせるわらせるわらせる？？？？』』』』    

はやみねかおる／著 角川書店 FFFFハハハハ 

大飯食らいでドジっ娘の女子高生・真野萌

ま の も

奈美

な み

は、ある日突然現れた謎の男に「世界の大事件と、

おまえを中心に学校で起こることが、同調

シンクロ

してい

る」と告げられる。彼の言う通り、モナミの周り

で起こる出来事と、ニュースで報道される世界の

事件が次々とシンクロし始めて…。ユーモアいっ

ぱいの学園ミステリー＆ファンタジー。はやみね

かおる作家生活二十周年記念作品。 

 

 

 

 

 



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

    

『『『『おはなしおはなしおはなしおはなし    しましょうしましょうしましょうしましょう』』』』    

谷川俊太郎/ぶん 元永定正/え 福音館書店 E/ﾓ 

谷川・元永コンビの最新作は、私たちがしゃべる

｢おはなし｣をカタチで表現しました。好きの気持ち

からは丸い吹き出しのおはなしが生まれ、嫌いの気

持ちからは凸凹だらけのおはなしが生まれます。そ

して｢おはなし｣が人・時・状況によって様々に変化

するということを、１ページごとに現れる色やカタ

チの違いから感じることができる絵本です。 

元永定正氏 2011 年 10 月 3 日永眠。 

    

『『『『オランウータンオランウータンオランウータンオランウータンにににに会会会会いにいにいにいに行行行行くくくく』』』』    

横塚真己人/作 偕成社 E/ﾖ    

 子どもの頃から野生にオランウータンに会うのが

夢だった写真家の著者が、特別な木のぼりの訓練を

してボルネオ島に行きました。警戒せず一心に木の

実を食べる母親やカメラをじっと見つめる子など、

高さ 30～70ｍの木の上に何度も通って撮ったオ

ランウータンたちは、自然な表情です。顔の特徴や

食べもの、寝床など樹上での生活の様子も紹介され

ています。    

    

『『『『サウスポーサウスポーサウスポーサウスポー』』』』    

ジュディス・ヴィオースト/作 金原瑞人/訳  

はたこうしろう/絵 文渓堂 E /ﾊ 

「リチャードへ。あたし、うちの金魚の名前かえ

たんだ。もうリチャードじゃなくて、スタンリーっ

ていうの。もと友だちのジャネット」 

「ジャネットへ。もうバスの席、とってやらない

から。学校まで立ってればいいじゃん。もと友だち

のリチャード」 

お互い気になりながらも、最初はケンカごしで素

直になれない少年と少女の手紙のやりとりは、やが

て心を通わす手紙へと変化していきます。その微妙

で繊細な心境の変化を、手紙の文面と背景の絵から

読み取ることができる一冊です。 

    

    

    

    

    

そのそのそのその他他他他のののの新刊新刊新刊新刊 

 『『『『野山野山野山野山のののの花花花花をさがすをさがすをさがすをさがす１２１２１２１２かかかか月月月月    生生生生きものきものきものきものカレンダーカレンダーカレンダーカレンダー①①①①』』』』いがらしまさし/著 アリス館 470/ｲ 

    『『『『ヒットヒットヒットヒット商品研究所商品研究所商品研究所商品研究所へようこそへようこそへようこそへようこそ！！！！「「「「ガリガリガリガリガリガリガリガリ君君君君」「」「」「」「瞬足瞬足瞬足瞬足」「」「」「」「青青青青いいいい鳥文庫鳥文庫鳥文庫鳥文庫」」」」はこうしてはこうしてはこうしてはこうして作作作作られるられるられるられる』』』』    

こうやまのりお 講談社 675/ｺ    

 『『『『めっけもののめっけもののめっけもののめっけもののサイサイサイサイ』』』』シェル・シルヴァスタイン/作 長田弘/訳 BL出版 E/ｼ 

 

ブックトーク勉強会グループピッピの会 

ブックトークブックトークブックトークブックトーク実践報告実践報告実践報告実践報告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊 

 
紹介紹介紹介紹介したしたしたした本本本本ののののテーマテーマテーマテーマ「「「「気持気持気持気持よよよよーーーーくくくく飛飛飛飛んでんでんでんで飛飛飛飛んでんでんでんで」」」」    

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

『『『『ライトライトライトライト兄弟兄弟兄弟兄弟はなぜはなぜはなぜはなぜ飛飛飛飛べたのかべたのかべたのかべたのか    紙飛行機紙飛行機紙飛行機紙飛行機でででで知知知知るるるる成功成功成功成功のひみつのひみつのひみつのひみつ』』』』

土佐幸子著 さ・え・ら書房 538/ﾄ 

『『『『チキチキバンバンチキチキバンバンチキチキバンバンチキチキバンバン    ①①①①チキチキバンバンチキチキバンバンチキチキバンバンチキチキバンバンはまほうのはまほうのはまほうのはまほうの車車車車』』』』    

    続編続編続編続編    ②②②②海辺海辺海辺海辺のののの大大大大ぼうけんぼうけんぼうけんぼうけん            ③③③③ギャングギャングギャングギャングなんかこわくないなんかこわくないなんかこわくないなんかこわくない    

ｲｱﾝ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞさく ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑえ こだまともこやく 

 あすなろ書房 933/ﾌ 

『『『『かもとりごんべえかもとりごんべえかもとりごんべえかもとりごんべえ    ゆかいなゆかいなゆかいなゆかいな昔話昔話昔話昔話５０５０５０５０選選選選』』』』より 

ストーリーテリング「かもとりごんべえ」稲田和子編  

岩波書店 913/ｶ 

『『『『とぶとぶとぶとぶ船船船船』、『』、『』、『』、『とぶとぶとぶとぶ船船船船    上上上上・・・・下下下下』』』』    

ヒルダ・ルイス作 石井桃子訳  岩波書店 933/ﾙ 

『『『『エルシーエルシーエルシーエルシー・・・・ピドックピドックピドックピドック、、、、ゆめでなわとびをするゆめでなわとびをするゆめでなわとびをするゆめでなわとびをする』』』』    

ｴﾘﾅｰ･ﾌｧｰｼﾞｮﾝ作 ｼｬｰﾛｯﾄ･ｳﾞｫｰｸ絵 石井桃子訳  

岩波書店 Ｅ/ｳ 

『『『『バッタバッタバッタバッタののののオリンピックオリンピックオリンピックオリンピック』』』』    

日浦勇案 宮武頼夫文 中西章絵 福音館書店 486/ﾐ 

紹介者紹介者紹介者紹介者：：：：岡田公代岡田公代岡田公代岡田公代さんさんさんさん 

 
 

はつかいち市民図書館が開催したブックト

ークの講座から立ち上がった勉強会グループ

「ブックトークの会ピッピ」（代表・梅地佳代

子さん、会員 11 人）は 10 月 24 日（月）、

廿日市市立金剛寺小学校で、小学４年生の児童

に、ブックトーク（本の紹介）をしました。

 

ブックトークの後、紹介した本の貸し出

しをすると、子どもたちは勢いよく一斉に

お目当ての本に向かっていました。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

休館休館休館休館    

２２２２    ３３３３    

    

４４４４    

◎◎◎◎    

５５５５    

    

６６６６    ７７７７    

休館休館休館休館    

８８８８    

    

９９９９    

    

１０１０１０１０    

    

１１１１１１１１    １２１２１２１２    

☆☆☆☆    

１３１３１３１３    

    

１４１４１４１４    

休館休館休館休館    

１５１５１５１５    １６１６１６１６    

    

１７１７１７１７    

    

１８１８１８１８    

◎◎◎◎    

１９１９１９１９    

■■■■    

２０２０２０２０    ２１２１２１２１    

休館休館休館休館    

２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    ２５２５２５２５    ２６２６２６２６

☆☆☆☆    

２７２７２７２７    ２８２８２８２８    

休館休館休館休館    

２９２９２９２９    ３０３０３０３０    

休館休館休館休館    

１１１１    ２２２２    ３３３３    

    

 

 

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１１１１１１１１月月月月～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１０１０１０１０月月月月までにまでにまでにまでに、、、、はははは
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１１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～   

 

 


