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２０１２年は、４月から図書整理日が第４木曜日に変更になり、５月からは
はつかいち市民図書館が月曜日に開館するようになりました。そして１０月に
はホームページの一新など、たくさんの出来事がありました。
月曜日の開館は、現在では他の平日と同じくらいの利用があります。新しく
なったホームページでは、貸出資料の延長が可能になったり、新着資料をメー
ルでお知らせしたりと、便利な機能が増えています。
２０１３年もどうぞよろしくお願いいたします。

《中央展示①》

『大河ドラマ２０１２～２０１４』
去年２０１２年の大河ドラマは「平清盛」、今年
２０１３年は「八重の桜」新島八重、そして来年２
０１４年は「軍師官兵衛」黒田官兵衛となってい
ます。
２０１２年～２０１４年の大河ドラマで描かれる
人物の関連資料を集めて展示しています。
※２ページ目でそれぞれの人物の紹介をして
います。

《中央展示②》
『四季が丘小学校
校内 POP コンクール受賞作品』
四季が丘小学校で行われた校内 POP コンク
ールの受賞作品を展示しています。
POP とは本屋さんで見かけるおすすめの本
を紹介したカードのことです。
小学生が一生懸命作った力作の POP をぜひ
ご覧ください。あわせて POP で紹介された本も
集めています。

《テーマ展示》
《さくらぴあ展示》

『スタジオジブリ関連作品』
平成２５年１月２６日（土）にさくらぴあ大ホー
ルで、わらび座によるミュージカル「おもひでぽ
ろぽろ」の公演があります。
この公演にあわせて、スタジオジブリに関連
する資料を集めて展示しています。

『体にやさしい料理』
昨年末から感染性胃腸炎が大流行していま
す。寒い日がつづき、忙しい毎日を送っている
と、どうしても抵抗力が落ちて体調を崩しやすく
なってしまうもの。
弱った体を守り、いたわるために、食べるもの
から体調を整えていけるような資料を集めてい
ます。

1 月中央展示
特別企画
今月の中央展示は、２０１２年～２０１４年のＮＨＫ大河ドラマで取り上げられる人物の関連資料
を集めて展示しています。
この展示に合わせて、平清盛、新島八重、黒田官兵衛がどんな人物だったのか、簡単に紹介します。

今年

平安時代末期の武将・公卿。
１１１８年、伊勢平氏の棟
梁・忠盛の長男に生まれ、そ
の跡を継ぎ、棟梁となる。
武士としては初めて太政大
臣に任じられ、また、日宋貿
易を行って富を築いた。
宮島の厳島神社にゆかりの
ある人物。

幕末から昭和初期の時代に生き
た女性。同志社創立者の新島襄の
妻。
１８４５年に会津藩の砲術師範
であった山本権八の娘として生ま
れる。戊辰戦争の若松城籠城戦で
は、男装しスペンサー銃を持って
奮戦した。
日清戦争・日露戦争のときには
篤志看護婦となる。
皇族以外で、はじめて政府より
叙勲を受けた。

戦国時代から江戸時代初期
の武将・大名。豊前国中津城
主。
１５４６年、黒田職隆の嫡
男として姫路に生まれた。
豊臣秀吉の側近で軍師とし
て活躍する。築城の名手であ
り、秀吉に才知を高く評価さ
れていた。

＊＊＊ 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。
『超訳仏陀の言葉』 白取春彦/[訳]著 幻冬舎 183/ﾁ
『新島襄と八重』 福本武久/著 原書房 289.1/ﾆ
『おりがみ１２か月』 津留見裕子/著 メイト 376.1/ﾂ
『生命と記憶のパラドクス』 福岡伸一/著 文藝春秋 404/ﾌ
『食材別おいしい冷凍大百科』 ＮＨＫ出版 596/ｼ
『はじめてのバラ庭づくり』 加藤矢恵/監修 学研パブリッシング 627.7/ｶ
『チャレンジが道をひらく』 王貞治/著 ＰＨＰ研究所 783.7/ｵ
『短いスピーチあいさつ実例大事典』 主婦の友社/編 主婦の友社 809.4/ﾐ
『下に見る人』 酒井順子/著 角川書店 914.6/ｻ
『カジュアル・ベイカンシー』１・２ Ｊ．Ｋ．ローリング/著 講談社 933/ﾛ
『残り全部バケーション』 伊坂幸太郎/著 集英社 F/ｲ
『岳飛伝』３ 北方謙三/著 集英社 F/ｷ
『維新銃姫伝』 藤本ひとみ/著 中央公論新社 F/ﾌ
『神去なあなあ夜話』 三浦しをん/著 徳間書店 F/ﾐ

新刊

こ ど も の ほ ん

『さかさんぼの日』

『こおりのなみだ』

ルース・クラウス/作 マーク・シーモント//絵 三原泉/訳
偕成社 E/ｻ

ジャッキー・モリス/さく 小林晶子/やく 岩崎書店 E/ﾓ

「きょうは、
『さかさんぼの日』にしようっと」
ある朝、男の子はパジャマをぬいでいきなりコー
トを着て、そのうえにズボンと上着を、そのまたう
えにパンツとシャツをと、何もかもさかさまに着ま
した。後ろ向きで階段を下りて、テーブルに後ろ向
きでつくと「おやすみ！」とあいさつをしました。
楽しいことを思いついた男の子と驚きながらもそれ
に合わせていく家族を描いた絵本。

人間と動物がともに暮らし、今のような違いがな
かった昔の話。ワタリガラスにさらわれた子グマが
狩人に拾われると、子グマは人間の赤んぼうになっ
た。その子は、狩人と妻の深い愛情を受けて育つ。
７歳になったある日、子どもは遊んでいるうちに迷
子になってしまって…。クマと人間のあいだで姿を
変える不思議な力を持った子どもの物語。

その他の新刊
『探検！ものづくりと仕事人』①「マヨネーズ・ケチャップ・しょうゆ」 山中伊知郎/著 ぺりかん社 588/ﾔ
②「ジーンズ・スニーカー」山下久猛/著 ぺりかん社 589/ﾔ
『いつか帰りたい ぼくのふるさと-福島第一原発２０キロ圏内から来たねこ-』写真･文/大塚敦子 小学館 645/ｵ
『100 グラムのいのち-ペットを殺処分から救う奇跡の手-』太田京子/著 岩崎書店 645/ｵ
『ルドルフとスノーホワイト -ルドルフとイッパイアッテナⅣ-』斉藤洋/作 杉浦範茂/絵 講談社 913/ｻ

ミニブックトーク
今年はヘビ年
今年はヘビ年です。みなさんはヘビがどのような生き物か知っていますか？ ヘビは、は虫類の仲間で
トカゲから進化したのではないかと考えられています。今月は、ヘビのひみつがわかる本からヘビが登場
する昔話、楽しい読み物まで色々紹介します。
ポド婦人がは虫類研究家の息子からもらった誕生日プレゼントの箱を開けると、中からヘビが出てきて
びっくり！ ポドさんはそのヘビにクリクターと名前をつけ、ミルクを飲ませたり、ほかほかのベッドを
作ったりして子どものようにかわいがりました。そして、クリクターもポドさんと一緒に買い物に出かけ
たり、学校に行ったりして楽しく過ごしていました。そんなある日泥棒がやってきて…。（①）
皆さんは、ヘビの抜け殻を見たことがありますか？ １年に数回脱皮をするヘビは、その時が近づくと
目が白くなり、口の先からまるで靴下を脱ぐようにするすると皮を脱ぎます。その抜け殻にはヘビの目や
口、うろこの形がそのまま残っています！その他、自分の顔の２倍以上もあるニワトリのたまごを丸のみ
し、それが体の中を通っていく様子を追ったものなど驚きと不思議にあふれた写真が満載です。（②）
からすのカーおくさんは毎日巣にたまごをうみますが、買い物から戻ると必ずなくなっています。そん
な不思議なことが続いていたある日、カーおくさんがいつもより早く買い物から戻ると、ヘビのガラガラ
どんがたまごをのみこんでいました！怒ったカーおくさんはカーさんにヘビを退治するようにと言います
が、カーさんはもっといい方法があると友だちのフクロウのところへ相談に行きました。（③）
貧しいお百姓の父親は三人の娘たちの髪に飾る花をとるために木に昇りましたが、ヘビが木に巻きつい
てきて恐ろしくて降りることができません。そこで父親はヘビが木から離れる代わりに、自分の娘の一人
を嫁にやると約束してしまいます。家に帰った父親は心配で寝込んでしまい、末娘がヘビのもとへお嫁に
行くことになりました。嫁入りの日、末娘はごまを一升持って家を出ました。（④）
①『へびのクリクター』トミー・ウンゲラー/作 中野完二/訳 文化出版局 E/ｳ
②『ヘビのひみつ』内山りゅう/写真・文 ポプラ社 487/ｳ
③『からすのカーさんへびたいじ』ｵｰﾙﾀﾞｽ･ﾊｸｽﾘｰ文 ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｸｰﾆｰ/画 じんぐうてるお/訳 冨山房 E/ｸ
④『子どもに語る中国の昔話』松瀬七織/訳 湯沢朱実/再話 こぐま社 923/ｺ

はつかいち市民図書館、はつかいち市民大野図書館、はつかいち市民さいき図書館の新着資料を、メー
ルでご案内する便利な機能ができました。
あらかじめ登録された条件で、新着資料を定期的に検索し、その結果を毎週木曜日に配信します。
利用カードを持っていない方、利用カードを持っていてもパスワードを申請していない方でも、ホームペー
ジの「利用者のページはこちら」をクリックし、利用者のページのログイン画面上部にある「新着資料

案内」からメールアドレスを登録していただければ、案内を受け取ることができます（図１）。
利用カードとパスワードをすでにご登録いただいている方は、利用者のページの「メールアドレス登

録・変更」の画面からも設定を行うことができます（図２）。※パスワードは各図書館の窓口でしか発
行しておりません。ご入用の方は窓口で申請してください（住所・氏名の確認ができるものが必要です）。
ぜひご活用ください。

図１

図２

「メールアドレス仮登録」でアドレスを登録すると、本登録用
のアドレスが送られてきます。本登録後、条件を設定する
と、案内メールが配信されるようになります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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◎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～
※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～

■ストーリーテリングのおはなし会
【対象】幼児～大人
【時間】１１時～
※場所はいずれも図書館会議室です。

