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《さくらぴあ展示》

『ベートーヴェン』
６月１４日（金）にさくらぴあ大ホール
で、
「ベートーヴェンと三人の女たち」
（語
り：西村雅彦、演奏：オーケストラ・アン
サンブル金沢）の公演が行われます。この
公園に合わせて、ベートヴェンにまつわる
資料を集めて展示しています。

《中央展示》

『闘病記』
今月の中央展示は「闘病記」です。
がん、脳、精神・障がい、その他の病気
の大きく４つに分けて展示しています。
自分、もしくは身近な人のために、その
病を知る情報源のひとつとして、ぜひ手に
とってみてください。

はつかいち市民図書館では､

を休館しています。

《テーマ展示》

『伊勢神宮・出雲大社』
今年、伊勢神宮では２０年に一度の式年
遷宮が行われ、出雲大社では６０年ぶりに
遷宮が行われました。
今月は同年に行われる２つの遷宮にち
なんで、神社にまつわる資料を集めて展示
しています。※遷宮とは、本殿を新しく作り替え
たり、修造する際にご神体を移動させることです。

館内に て整 理作 業を
しております。ご迷惑
をおかけしますが、お
間違え のな いよ うに
お願いします。

今月は予約と貸出の多い本のベスト５を紹介します(2013.５.26 現在)。
このランキングは図書館ホームページの方でも随時確認することができます。
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予約待ちが多い本は、お待ちいただく期間も長くなっています。
上記の本を読み終えて不要になった方は、ぜひ寄贈をお願いいたします。

＊＊＊ 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。
『本・子ども・絵本』新版 中川李枝子/著 大和書房 019.5/ﾔ
『旅ノート・散歩ノートのつくりかた』 奥野宣之/著 ダイヤモンド社 290.9/ｵ
『地図をつくった男たち』 山岡光治/著 原書房 448.9/ﾔ
『今夜、流れ星を見るために』 星空さんぽ編集部/編 誠文堂新光社 447/ｺ
『女性に役立つ広島ホスピタルガイド』2013 年版 ガリバープロダクツ 498.1/ｼ
『おいしい料理の教科書』 今泉久美/著 新星出版 596/ｲ
『
“珍獣ドクター”の動物よろず相談記』 田向健一/著 河出書房新社 645.6/ﾀ
『楽しい金魚の飼い方』 長尾桂介/監修 メイツ出版 666.9/ﾀ
『雑談力が上がる話し方』 齋藤孝/著 ダイヤモンド社 809.2/ｻ
『さらさらさん』 大野更紗/著 ポプラ社 914.6/ｵ
『時のみぞ知る』上・下 ジェフリー・アーチャー/著 新潮社 B933.7/ｱ
『四つの小さなパン切れ』 マグダ・オランデール＝ラフォン/著 みすず書房 956/ｵ
『光の山』 玄侑宗久/著 新潮社 F/ｹ
『キアズマ』 近藤史恵/著 新潮社 F/ｺ
『よだかの片想い』 島本理生/著 集英社 F/ｼ

新刊

こ ど も の ほ ん

『しましまとぽちぽち』
ﾀﾞｰﾛﾌ･ｲﾌﾟｶｰ/作 やましたはるお/訳

『ライオンをかくすには』

BL 出版 E/ｲ

お昼寝からおきた、おなかがぺこぺこのトラと
ヒョウの赤ちゃんがジャングルでばったり出会
い、一緒においしいものをつかまえにいきます。
しましまトラの赤ちゃんはしましま模様、ぽちぽ
ちヒョウの赤ちゃんはぽちぽち模様の獲物をみ
つけますが…。ジャングルの中のしましまやぽち
ぽち模様の獲物を探す２匹がいきいきと描かれ
ています。

ヘレン・スティーヴンズ/作 さくまゆみこ/訳
ブロンズ新社 E/ｽ

帽子を買いに来たライオンが町の人達に追っ

払われ、アイリスがおままごとをする庭の小屋
に、はみだしながらかくれようとしていました。
それを見たアイリスは、ちゃんとかくそうと家
に連れて入りますが、かくすのは大変。ライオ
ンは大きくて、もじゃもじゃだし重たいんです。
アイリスの一生懸命さが伝わってくる絵本。

その他の新刊
『知っておこう！くすりの使いかた１～３』 斉藤ふみ子/文 加藤哲太/監修 なとみみわ/絵 汐文社
499/ｻ（①用法・用量を守って、②効くしくみ、③わたしたちの健康とくすり）

『学校で育てる緑のカーテン大百科 1～3』菊本るり子/監修 学研教育出版 629/ｶ
『からすのおかしやさん』『からすのやおやさん』『からすのてんぷらやさん』
『からすのそばやさん』かこさとし/作・絵 偕成社 Ｅ/ｶ ※「からすのパンやさん」の新シリーズ４冊！

ミニブックトーク

はははの歯のはなし

６月４～１０日は「歯と口の健康週間」です。今月は歯にまつわる本を紹介・展示します。
みなさんは歯が痛くなったことがありますか？

動物園に住むわにのアリは眠れないほど歯が痛く

なり、とうとう歯医者へ行くことになりました。ところが歯医者が怖いアリは違う方向のバスに乗って
しまい、これで歯医者へ行かなくてすむと喜びます。そして歯痛が治った気になったアリは、バスの中
で友だちになったぼうやの家へ遊びに行くのですが…。歯痛は本当に治ったのでしょうか？（①）
歯が生え変わるのは、ちょっと不安でもあり嬉しくもありますね。②の本に出てくるちいちゃい妹は
大きなリンゴをかじった途端、小さい歯が一本ぐらぐらしたので驚いて泣いてしまいました。そこでお
母さんが「大人の歯がはえてくるのよ」と教えると、妹はそのぐらぐらの歯が気に入り、指で触ったり
鏡で見たり！ そして歯医者さんにも見せたいと、はじめて歯医者に行くのです。
みなさんはちいちゃい妹のように乳歯が抜けた時、どうしましたか？ ③の本では、メキシコやウガ
ンダ、スペインなどではネズミが歯を持っていく代わりにお金を置く、またコスタリカやチリではお母
さんがイヤリングやペンダントにしてくれるなどといった、抜けた歯にまつわる世界６４地域の言い伝
えや風習がかわいい絵とともに紹介されています。
①『わにのはいた』マーガリット・ドリアン/ぶんとえ 光吉夏弥/やく 大日本図書 933/ﾄ
②『きかんぼのちいちゃいいもうと その１ ぐらぐらの歯』ドロシー・エドワーズ/さく 渡辺茂男/やく 酒井駒
子/え 福音館書店 933/ｴ（『きかんぼのちいちゃいいもうと』ドロシー・エドワーズﾞ/さく 渡辺茂男/やく 堀内誠
一/え 福音館書店 933/ｴ にも「ぐらぐらのは」のタイトルで収録されています。）
③『はがぬけたらどうするの?-せかいのこどもたちのはなし-』セルビー・ビーラー/文 ブライアン・カラス/絵 こ
だまともこ/訳 フレーベル館 387/ﾋ
※この他にも歯にまつわるおすすめの本を児童コーナー「あたらしくはいった本」の棚に展示しています。

はつかいち市民図書館では、返却カウンターの横にご意見箱を置いています。
今回はその中に寄せられたご意見・ご要望をご紹介いたします。
子供の本が探しにくい。
子どもの本を作者名で探す人はほとんどいないはず。
題名のあいうえお順に並び変えてほしい。
毎回、本の請求記号を調べるのはめんどう。
ほとんどの国内の図書館では日本十進分類法に基づいて資料を分類しています。０～９の数字を使って、
内容ごとに資料を整理して並べているのです（この数字を分類番号と言います）。そうすると、同じ内容の資
料が同じ場所に集まります。たとえば、恐竜の本を探していたら「４５７」の棚へ、料理の本を探していた
ら「５９６」の棚へ行けば、同じ内容の本が並んでいることになります。
分類番号の後は、作者の頭文字のアイウエオ順に並んでいます。ただし、絵本（E）は絵を描いた人のアイ
ウエオ順で並んでいます。これをもし仮に題名順に並べた場合、題名が分かる本なら見つけやすいかもしれ
ませんが、調べものをする時に主題から本を探す時や、同じ作者の毎回書名が変わるシリーズの本を探す時
には、全く別の棚に並んでしまいます。そういった本を探しやすくするためにも、はつかいち市民図書館は
分類番号の後、作者順に本を並べています。
お探しの本が見つからない時は、お気軽に相談カウンターをご利用ください。職員が一緒に本を探すのを
お手伝いいたします。また、図書館ホームページで本を探したり、予約することもできます。
（インターネッ
ト予約の手続きは、「パスワード申請書」にご記入の上、本人の住所・名前が確認ができるものを持参して、
相談カウンターに出してください。仮パスワードを発行します）インターネット予約で分からないことがあ
れば、相談カウンターにお問い合わせください。
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６月の図書館カレンダー
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６/８（土）11：00～パパが読むおはなし会
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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。
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☆おはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～

★６月８日（土）は、

「パパが読むおはなし会」です。

３０
※場所はいずれも図書館会議室です。

