応援してます！
平清盛
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はつかいち市民図書館
電話（0829）20-0333
廿日市市下平良 1-11-1

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

広島県内における読書推進活動に貢献し、活動成果を上げている個人又は読書関係団体の功績を
たたえる「第４１回広島県読書推進運動協議会顕彰」で、さつき読書会の講師深川賢郎先生が「広島県
議会議長賞」を受賞されました。
深川先生は、さつき読書会以外にも、大野読書会（はつかいち市民大野図書館）、呉読書会（呉市）
の講師をされております。
さつき読書会は毎月第３水曜日にさくらぴあ会議室で活動を行っており、１回ごとに１冊ずつ課題図
書を読んで、感想や疑問点をじっくり話し合っています。
深川先生が毎月発行されている、読書会通信「根っこの歌」は当館で閲覧できるようになっています
ので、ぜひご覧になってみてください。

《中央展示》

《さくらぴあ展示》

『中学生が読んでいる本』

『平清盛と瀬戸内海』

廿日市中学校・四季が丘中学校の生徒さん

平成２４年１２月７日（金）～２４日（月・祝）の期
間、はつかいち美術ギャラリーで大河ドラマ「平清
盛」広島県推進協議会巡回展「平清盛の時代と瀬
戸内海」の展覧会が行われます。この展覧会に合
わせて、平清盛と瀬戸内海に関する資料を集めて
展示しています。

が作ったオススメの本の紹介カードと、宮島

《テーマ展示》

小・中学校で行われたしおりコンクールの作品

『楽しく使う文房具』

を展示しています。
紹介されている本で、当館に所蔵している
本も合わせて展示しておりますので（貸出でき
ます）、この機会にぜひ手に取ってみてくださ
い。

来年の手帳はもう決めましたか？
手帳術やノート術など、馴染みのある文房具
を、今まで以上にもっと便利に、楽しく使える資
料を集めて展示しています。

１１月号分から新しい雑誌が３点利用できるようになりました。
新規に購入した雑誌を紹介いたします。

介護技術を専門的・
技術的に高める介護
専門職のための総合
情報誌です。

女 子中学生 向けフ ァッ
ション雑誌です。
メイク、ヘアスタイル、
人気コーディネイト、学
生 生活など の情報 を紹
介しています。

さまざまなジャンル
の家電製品を批評
し、その情報を提供
する雑誌です。

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。
『鍛えよう！読むチカラ』 桑田てるみ/監修 明治書院 017/ｷ
『東洋秘教書大全』 藤巻一保・岡田明憲/著 学研 162.2/ﾌ
『Plus1Trip 広島女子旅』 ザメディアジョン 291.7/ﾌ
『2050 年の世界』 英『エコノミスト』編集部/著 文藝春秋 304/ﾆ
『文明と戦争』上・下 アザー・ガット/著 中央公論新社 391.2/ｶ
『危ない地形・地質の見極め方』 上野将司/著 日経 BP 社 455.8/ｳ
『国鉄＆JR 保存車大全』 笹田昌宏/著 イカロス出版 536/ｻ
『誕生花と幸せの花言葉 366 日』 主婦の友社/編 主婦の友社 627/ﾀ
『石川遼自伝』 石川遼/著 講談社 783.8/ｲ
『たのしい HIP-HOP ダンス入門』 井上さくら/監修 ベースボールマガジン社 799/ﾀ
『督促 OL 修行日記』 榎本まみ/著 文藝春秋 916/ｴ
『コナン・ドイル』 ヘスキス・ピアソン/著 平凡社 930.2/ﾋ
『ことり』 小川洋子/著 朝日新聞出版 F/ｵ
『スリジエセンター1991』 海堂尊/著 講談社 F/ｶ
『七緒のために』 島本理生/著 講談社 F/ｼ
『月の輪草子』 瀬戸内寂聴/著 講談社 F/ｾ
『母性』 湊かなえ/著 新潮社 F/ﾐ
『陰陽師

酔月ノ巻』 夢枕獏/著 文藝春秋

F/ﾕ

新刊

こ ど も の ほ ん

『ミシュカ』

『クリスマスのりんご

ﾏﾘｰ･ｺﾙﾓﾝ/文 ﾌｮｰﾄﾞﾙ･ﾛｼﾞｬﾝｺﾌｽｷｰ/絵 みつじまちこ/訳
新教出版社 E/ﾛ

ぬいぐるみのこぐまミシュカは、いばりやでおこ
りんぼうの女の子の部屋から家出しました。散歩を
たのしみ元のぬいぐるみに戻る気はありません。と
ころが「クリスマスイブは何かいいことを１つしな
くちゃいけない」
とガンが話しているのを聞きます。
ミシュカも何かいいことをしたいと思うのですが…。
あたたかな味わいに満ちたクリスマスの絵本。

-クリスマスをめぐる九つのお話-』
ルース・ソーヤー、アリソン・アトリーほか文 上條由美子
編・訳 たかおゆうこ絵 福音館書店 933/ｸ

ヘルマンはとても優しい年取った時計職人でした。
この町の人々はクリスマスになると大聖堂に贈り物
をしますが、ヘルマンはまだ一度もしたことがあり
ません。それは何年もかけて特別な時計を作ってい
たからでした。そしてようやく今年、その時計が出
来上がり…。クリスマスにまつわる短編を 9 話収録。

その他の新刊
『世界をかえたインターネットの会社１ Facebook ものがたり』（2 Apple ものがたり、３ Google もの
がたり）原著/アダム・サザーランド 翻訳・著/稲葉茂勝 ほるぷ出版 007/ｻ
『カビのふしぎ-調べよう-』（『カビのふしぎ-実験しよう-』）監修・写真/細矢剛 著/伊沢尚子 汐文社 465/ｲ
『なんかヘンだを手紙で伝える -小学生のための文章レッスン-』 村中李衣/作 藤原ヒロコ/絵 玉川大学出版部
816/ﾑ（※シリーズ全３巻『ラブレターを書こう』灰島かり/作 816/ﾊ、
『みんなに知らせる』宮川健郎/作 816/ﾐ）

『クリスマスってなあに？』ジョーン・G・ロビンソン作・絵 こみやゆう訳 岩波書店 E/ﾛ

ミニブックトーク
メリー・クリスマス
街にはジングルベルの歌が流れ、イルミネーションの輝きに不思議と寒さを忘れ、心が踊る 12 月。
今月は小学校低・中学年向けのクリスマスの物語を 3 つ紹介します。
エルッキは１０歳の男の子。クリスマスが楽しみでたまりません。しかしマッティ兄さんが予定を過
ぎても航海から戻らず、帰りを待つ１１人の家族は不安と悲しみに沈みます。そんなある日エルッキは、
マッティ兄さんが弟のために作ろうとしていたプレゼントを見つけ、兄さんの代わりにみんなのプレゼ
ントを作り始めます。さて一家は今年も幸せなクリスマスを迎えられるのでしょうか。（①）
デボラからサンタクロースの話を聞いたテディ・ロビンソンは、サンタクロースに会ったことがある
と言うのですが、デボラは信じてくれません。やがてクリスマスイヴになり、出窓に座ったテディ・ロ
ビンソンが空を見上げていると、鈴の音が聞こえてきました。表題作を含む 6 話を収録した、シリーズ
第３弾。（②）
今日はクリスマスイブ。お店では、おもちゃたちがプレゼントに買ってもらうのを待っています。ク
リスマス人形のホリーも「わたしをほしいといって。おねがい！」と願いますが、売れぬまま夜になっ
てしまいます。そんな時、ウインドウの前に小さな女の子がやってきました。家族のいないアビーは夜
の町で一人、寒さに凍えていたのです。一目見た途端アビーは「あたしのクリスマス人形！」
、ホリーは
「わたしのクリスマスの女の子！」と感じそろってねがいごとをしました。２人の願いは叶うのでしょ
うか。
（③）
①『とびきりすてきなクリスマス』ﾘｰ･ｷﾝｸﾞﾏﾝ/作 ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｸｰﾆｰ/絵 山内玲子/訳 岩波書店 933/ｷ
②『テディ・ロビンソンとサンタクロース』ｼﾞｮｰﾝ･Ｇ･ﾛﾋﾞﾝｿﾝ作・絵 小宮由訳 岩波書店 933/ﾛ
③『クリスマス人形のねがい』ﾙｰﾏ･ｺﾞｯﾃﾞﾝ/文 ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｸｰﾆｰ/絵 掛川恭子/訳 岩波書店 933/ｺ

１１月に３回連続講座で開催した、ボランティアスキルアップ講座は、18 人の参加者が 4 つの班に分かれ
てワークショップ形式で行われました。
小林いづみ先生から絵本選定のチェックポイントについて講義のあとに、『ももたろう』など、よく知られて
いている昔話で絵や再話者が違う絵本を読み比べました。１冊１冊を丁寧に比較してみると、様々な違いを
発見でき、本を選ぶことの大切さを実感できたという感想がありました。
また、おはなし会のプログラムを小学校の低学年用に「食べる」というテーマで 30 分のプログラムをたて
るというワークショップでは、班ごとに力をあわせて一つのプログラムを作ることにより、コミュニケーションも
弾んで、参加者同士でとてもよい刺激になったようです。
最後に小林先生に参加者からの質問に答えていただきましたが、そのうちの一つをご紹介します。
質問 : 図書館など、年齢や人数にばらつきのある「おはなし会」での絵本の選び方について
回答 : 幅を持たせて楽しめる絵本（それぞれの年齢で視点を変えて楽しめるもの）を準備しておく。
「おはなし会」を前半（小さい子向き）後半（大きい子向き）と分けて組み立てる。
小さい子が無理する必要はないので、後半が始まる前に途中で『出てもいいですよ』と声をかけて
もよい。
小さい子も絵本の内容はわからなくても場の雰囲気で楽しめるのが「おはなし会」の良さでもある。

衆議院選挙のため開催場所が変更になりましたのでお気をつけください。
12 月 6 日（木）10 時から 12 時
場所：市役所 7 階会議室

さくらぴあ１階リハーサル室

12 月 12 日（水）1１時から 1５時
場所：市役所 7 階会議室

市民活動センター２階研修室
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１２月の図書館カレンダー
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【対象】乳幼児
【時間】1 回目 11 時～
2 回目 11 時 30 分～
※相談窓口で整理券
をお渡ししています。
カウンターに
お問い合わせください。

☆おはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～

休館
３０

３１

休館

休館

※年明けは１月５日（土）から
開館いたします

※場所はいずれも図書館会議室です。

