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今月の
今月の中央展示

ウッドワン美術館収蔵作品展⑱『四季彩彩』
はつかいち美術ギャラリーで開催される展覧会にちなんで、季節を感じる本を集めて展示します。
自然に恵まれた日本では、昔から春夏秋冬にちなんだ文学作品や絵画をはじめ、さまざまな伝統文化
が生まれてきました。旬の食材、和菓子、和服、季節を表す言葉…。季節に関する本を集めてみると、
日本人が季節と共に生活していることを改めて実感することができます。変化に富んだ四季とともに
暮らす日本の良さを再発見してみませんか？

展覧会にあわせて開催する行事のご案内

※申し込みは不要
みは不要ですが
不要ですが、
ですが、保護者の
保護者の方は
観覧券（
観覧券（団体料金適用 200 円）が必要です
必要です。
です。

今月の展示
＜さくらぴあ展示
さくらぴあ展示＞
展示＞『大河ドラマ
大河ドラマ「
ドラマ「平清盛」
平清盛」への招待
への招待 交響朗読絵巻・
交響朗読絵巻・清盛幻影』
清盛幻影』
３月９日（金）さくらぴあ大ホールで開催される「交響朗読絵巻・清盛幻影」では、平清盛が生きた時代
を朗読と広島交響楽団、東儀秀樹氏の演奏でたどります。奈良・平安時代に完成し、宮廷・神社等で奏でら
れた雅楽の CD や平家物語絵巻に関する本、平清盛の伝記などを集めて展示しています。雅楽の CD を聞き
ながら、平家物語絵巻を鑑賞してはいかがでしょうか？

＜テーマ 展 示＞『たばこについて
＞『たばこについて考
える』
たばこについて考える』
2 月 18 日は、「嫌煙運動の日」です。1978 年のこの日、東京で「嫌煙権確立をめざす人びとの会」が
設立されました。日本でもこのときから本格的に嫌煙運動が広がり、最近では、たばこ税が値上がり、屋内
喫煙場所以外での喫煙は制限される傾向にあります。一方で、小説にもたびたび登場するように、たばこに
は文化的側面もあります。愛煙家も嫌煙家も様々な観点からたばこについて考えてみませんか？

ヤングアダルトって
ヤングアダルトって？
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。

『平安文学でわかる
平安文学でわかる恋
でわかる恋の法則』
法則』

庁舎・文化センターの高圧受電設備の定期
点検のため、庁舎・文化センター共に全館停
電となります。
この停電にともない、図書館ホームページ
サービスが一時停止します。ご迷惑をおかけ
しますが、よろしくお願いいたします。

高木和子／著 筑摩書房 910タ
910タ
噂と垣間見からはじまる恋。恋のアプロー
チ方法は和歌。そして、身分違いの恋物語の
結末は悲恋。古文の教科書でよく取り上げら
れる平安文学の名場面から、当時の風俗やも
のの考え方を解説し、その「法則」を導き出
す古典文学入門書。古文の授業や受験のため
の基礎教養としてはもちろん、恋や人生に悩
む現代人にも通じるものが見えてきます。

『サッカーボーイズ
はらだみずき／著

《停電期間》
停電期間》

再会の
再会のグランド』

角川書店

ＢＦハ
ＢＦハ

ジュニアサッカーチーム・桜ヶ丘ＦＣの選
手・遼介は、キャプテンの座もミッドフィル
ダーというポジションも奪われて、初めての
挫折を味わっていた。そんな中、新しい監督
となった小暮は、遼介たちに勝つことよりも、
サッカーを楽しむ大切さを教えはじめる。時
には衝突しながらも、ともに悩んで成長して
いく少年たちの姿を描いた青春小説。

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。

『プロの知的生産術』

内田和成/著 ＰＨＰ研究書 S002.7/ｳ
『アランの幸福論』 アラン/著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 135.5/ｱ
『ビジュアル源平１０００人』 世界文化社 281.0/ﾋ
『知っていますか？トラブルからあなたを守るくらしの法律』 飯野たから/著 自由国民社 320/ｲ
『図解池上彰の経済のニュースが面白いほどわかる本』 池上彰/著 中経出版 B332.1/ｲ
『これで最後のアトピー卒業ブック』 岸本和裕/著 健康ジャーナル社 493.9/ｷ
『ヤミーさんのリレー料理』 ヤミー/著 池田書店 596/ﾔ
『乾物と保存食材の事典』 星名桂治/監修 誠文堂新光社 619/ｶ
『遊ぶ！飾る！かわいい！折り紙ドールハウス』 山口真/著 ＰＨＰ研究所 754.9/ﾔ
『みんなの図書室』 小川洋子/著 ＰＨＰ研究所 B904/ｵ
『ちいさなてのひらでも』 やなせたかし/著 双葉社 911.5/ﾔ
『幾千の夜、昨日の月』 角田光代/著 角川書店 914.6/ｶ
『変死体』上・下 パトリシア・コーンウェル/著 講談社 B933/ｺ
『親鸞 激動編』上・下 五木寛之/著 講談社 F/ｲ
『傷痕』 桜庭一樹/著 講談社 F/ｻ
『ダーティ・ママ、ハリウッドへ行く！』 秦建日子/著 河出書房新社 F/ﾊ

こ ど も の ほ ん

新刊

『ヤマネさん
ヤマネさんさん-お山にかえるまでにかえるまで-』

『蝶の目と草はらの秘密
はらの秘密』
秘密』

西村豊/写真・文 アリス館 489/ﾆ

ジョイス・シドマン/文 ベス・クロムス/絵
百々佑利子・藤田千枝/訳 冨山房 E/ｸ

ヤマネの観察を 33 年間続けてきた作者が、母親
と離れたヤマネの赤ちゃんを保護したときの記録。
前足で注射器を持って中のミルクを飲む姿や、手
の平の上で眠る様子などの愛らしい写真が満載で、
ヤマネの生態も手に取るようにわかります。
どんな小さな生きものの命も尊いという作者の思
いが伝わってきます。

人には見えない紫外線の模様を見ることができる
生き物とは何か？泡の中に身を隠す虫とは何か？リ
ズミカルな詩に乗せた“なぞかけ”と科学的な解説
が組み合わさったユニークな絵本。北アメリカの草
はらに息づく虫や動植物を描いた、詩人と画家が繰
り広げる自然への賛歌です。

その他
その他の新刊
『紅葉・
紅葉・落ち葉・冬芽の
冬芽の大研究』
大研究』星野義延/監修 飯村茂樹/写真 岡崎務/文 PHP 研究所 653/ｺ
（1982 年刊の再刊）
『黒ネコジェニーのおはなし
ネコジェニーのおはなし１
のおはなし１ ジェニーと
ジェニーとキャットクラブ』
キャットクラブ』
エスター・アベリル/作・絵 松岡享子、張替惠子/共訳 福音館書店 933/ｱ
『あかいかさがおちていた』
あかいかさがおちていた』筒井敬介/作 堀内誠一/絵 童心社 （1965 年刊あかね書房を復刻）

ミニブックトーク
もこもこ ふわふわ ほっかほか
暦の上では２月４日頃を「立春」といい春になりますが、外はまだまだ寒いですね。今月は私たちを寒
さから守ってくれるてぶくろやくつした、セーターなどが出てくるおはなしを紹介します。

みなさんはてぶくろを片方なくしたことはありませんか？ ①の本に出てくるふたごのドニーとネッド
は赤いてぶくろを持っていましたが、ある日ドニーが片方なくしてしまいます。するとそのことを知った
近所の人や先生、郵便屋さん、牛乳屋さんなどありとあらゆる人が、赤いてぶくろを見つけてはふたごの
家に届けてくれるようになり、引き出しはてぶくろでいっぱいに。こんなにたくさんどうしようと悩んで
いると、ネッドがいいことを思いつきました。いいことって一体何なのでしょう。
最近はくつしたにも５本指など色々な種類がありますね。②の本に登場するアンガスの家は、町外れの
小さなくつした工場ですが、冬になってもくつしたが売れません。そんなある日、アンガスは寒さにふる
えるすずめたちのために、あたらしい模様のちいさなくつしたを作りました。町中のすずめたちがとても
きれいで、あたたかそうなくつしたをはいているのを見た町の人たちは、そのくつしたが欲しくてたまら
なくなります。町の大きな店には売っていないアンガスのくつした。あなたも一足いかがですか？
③の本の主人公 さむがりやのとかげの子”ちょろりん”は、洋品店に飾られたセーターに一目ぼれをしま
すが、おこづかいでは足りません。そこでじいちゃんの仕事を一生懸命手伝って、お金をもらいます。急
いでお店に向かったちょろりんは勇気を出して「セーター、くださあい」と言いますが、店の中から大き
なカエルのびきびきおばさんが出てきて…。春のはらっぱ色をしたセーターをちょろりんは着られるので
しょうか。
みなさんが持っているてぶくろやセーターのタグには「ウール」と書いてありますか？ もしウールな
ら、それはひつじの毛で作られています。④の本に出てくるぼくのお父さんの仕事はひつじかいです。春
あたたかくなると親ひつじの毛をかり、その毛で毛糸を作ります。今年お父さんはその毛糸で、はじめて
セーターを編んでみることにしました。夏が過ぎ、秋になり、やがて冬がやってきました。お父さんのセ
ーターはできあがったのでしょうか。

①『てぶくろがいっぱい』ﾌﾛｰﾚﾝｽ･ｽﾛﾎﾞﾄﾞｷﾝ/文 ﾙｲｽ･ｽﾛﾎﾞﾄﾞｷﾝ/絵 三原泉/訳 偕成社 E/ｽ
②『すずめのくつした』ｼﾞｮｰｼﾞ･ｾﾙﾃﾞﾝ/ぶん 光吉郁子/やく ﾋﾟｰﾀｰ･ﾘｯﾌﾟﾏﾝ/え 大日本図書 933/ｾ
③『ちょろりんのすてきなセーター』降矢なな/さく・え 福音館書店 E/ﾌ
④『おとうさんはひつじかい』白根美代子/さく 福音館書店 E/ｼ

平成２４年度

はつかいち市民図書館では、毎月第１・３金曜日（ちいさいこのためのおはなし会）
と第２・４土曜日に「おはなし会」、奇数月第３土曜日に「ストーリーテリングのおは
なし会」を開催しています。この「おはなし会」は、図書館職員とボランティアの人
たちが協力して行っています。来年度のおはなし会の日程調整を行いますので、地域
で活動されている方や興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

２月１６日
１６日（木）

日

時：

１０：
１０：００～
００～１２：
１２：００

場

所： 廿日市市役所 ２階 ２０１会議室
２０１会議室

内

容： 平成２４
平成２４年度
２４年度「
年度「おはなし会
おはなし会」の日程調整
図書館職員による
図書館職員による新刊児童研究書
による新刊児童研究書の
新刊児童研究書の紹介

この期間に、所蔵資料の総点検作業をします。不明の本、棚や場所違いの本、汚破損本などの確認と書架の整理をし、
より利用しやすい図書館になるよう作業します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願いします。

２月２３日
２３日（木）～３
）～３月１日（木）
大 野 図 書 館は、２月９日（木）～２
）～２月１６日
１６日（木）
さ い き 図 書 館は、２月２９日
２９日（水）～３
）～３月３日（土）

２月の図書館カレンダー
日
２９

５

月

火

水

木

金

土

３０
３１
休館 休館

１

２

３
◎

４

６
休館

８

９

１０

１１

７

◎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

☆
１２

１３
休館

１４

１５

１９

２０
休館

２１

２２

１６

１７
◎

１８

２３
２４
２５
休館 休館 休館

☆パパが読むおはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～
場所はいずれも

図書館会議室です
２６
２７
２８
２９
１
休館 休館 休館 休館 休館

２
◎

３

