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

平成２６年３月２１日（金・祝）～１０月２６日（日）まで、広島県と愛媛県の島しょ部およ
び臨海部で、瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ２０１４」が開催されます。
春から秋にかけて、瀬戸内海の各地で多くのイベントが企画され、廿日市市宮島では３月２１
日（祝・金）～５月１１日（日）までイベントが行われています。
はつかいち市民図書館でも、入口の右手にある「企画展示」コーナーで、関係の資料を集めて
展示しています。ぜひ、足を運んでみてください。

《中央展示》

《企画展示》

『増税を乗り切ろう』

『瀬戸内しまのわ 2014』

消費税率が４月１日に８％へと引き上
げられました。無駄を省く賢い消費術を知
って、節約生活を楽しみながら増税を乗り
切るためにエコや節約、お金に関する本な
どを展示しています。

歴史的景観や多島美の瀬戸内海を舞
台にした、パビリオンのない博覧会「瀬
戸内しまのわ２０１４」が開かれてい
ます。
瀬戸内や広島、愛媛の歴史や観光、
風景などの本を集めました。

《テーマ展示》

《さくらぴあ展示》

『へんな立体』

『ロシアと音楽』

昨年１２月に「ブックトークボランティ
ア養成講座」で紹介された本『すごくへん
な立体』に興味を持った大野東中学校の生
徒さんが作った「へんな立体」作品とトリ
ックアートに関する本を展示中。

４月 2４日（木）
、さくらぴあ大ホー
ルで広島交響楽団第１７回廿日市定期
演奏会「人生のシンフォニー～ロシア
ン・ファンタジー～」にちなんでロシ
アに関する本などを用意しています。

図書館は誰でも利用することができる公共施設です。
図書館を利用される皆様のちょっとした心がけにより、どなたにも気持ちよくご利用いただく
ことができます。皆様のご協力をお願いいたします。
＊資料を汚す 書き込む 破る

＊雑誌や新聞をひとり占めする

図書館の資料はみんなのものです。

お読みになりたい方は他にもいらっしゃ

大切に扱ってください。

います。新聞や雑誌を館内で読まれたい
場合は、一誌ずつお持ちください。

＊大きな声で話す 大きな音を出す
お子様の監督は保護者の責任でお願いし

＊荷物を置いて長時間離席する

ます。

館内の席は限られています。荷物や資料を

携帯電話は館内では電源を切るか、マナー

置いて、長時間席とりをするのはご遠慮く

モードにし、通話はお控えください。

ださい。

また、許可なく館内で写真を撮影される

＊横になる 眠る

のはご遠慮ください。

他に着席されたい方もいらっしゃいます。

＊ものを飲む 食べる

また、いびきが周囲の方の迷惑になる場合

館内での飲食はご遠慮ください。

もございますので、ご遠慮ください。

＊＊＊ 今月の新刊（一般書） ＊＊＊
図書館には１カ月に約５００冊の新刊が入ります。その一部を紹介します。
『あの～、それは違法行為ですけど…』牧野二郎/著 シーアンドアール研究所 007.3 /ﾏ
『気にしなければ、ラクになる』吉村昇洋/著 幻冬舎 188.8/ﾖ
『ゼロからの古代史事典』藤田友治/他編著 ミネルヴァ書房 210.3/ｾ
『滅亡へのカウントダウン』上・下

アラン・ワイズマン/著 早川書房

334.3/ﾜ

『すぐに使える手話パーフェクト辞典』米内山明宏/著 ナツメ社 378.2/ﾖ
『赤ちゃん・子どもの祝いごと歳時記』生活たのしみ隊/編 成美堂出版 385.2/ｱ
『９割の医者が知らない正しいアトピーの治し方』藤澤重樹/著 永岡書店

494.8/ﾌ

『世界一わかりやすいＳＥＯ対策 最初に読む本』白石竜次/著 技術評論社 547.4/ｼ
『料理をおいしくする切り方のひみつ』脇雅世/著 ＮＨＫ出版 L596/ﾜ
『カリスマ助産師トコちゃん先生の赤ちゃんがすぐに泣きやみグッスリ寝てくれる本』
渡部信子/著 すばる舎 599.4/ﾜ

『子どもといく東京ディズニーリゾートナビガイド 2014-2015』講談社 689.5/ｺ
『ちょこっと折るだけでカワイイおりがみ手紙』mizutama/著 ブティック社 754.9/ﾐ
『作家の履歴書』 阿川佐和子/他著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 910.2/ｻ
『創作の極意と掟』筒井康隆/著 講談社 901.3/ﾂ
『岳飛伝』８ 北方謙三/著 集英社 F/ｷ
『約束の海』山崎豊子/著 新潮社 F/ﾔ
『美雪晴れ』 高田郁/著 角川春樹事務所 BF/ﾀ

新刊

こ ど も の ほ ん
『ルイのうちゅうりょこう』

『えをかくかくかく』
エリック・カール/作
偕成社 E/ｶ

エズラ・ジャック・キーツ/作
E/ｷ

アーサー・ビナード/訳

田村恵子/訳

偕成社

みんなから「がらくたおやじ」とばかにされた
ルイの父さんは「そのきに なれば、ここにある
もので うちゅうにだって いけるんだぞ」と言
います。さっそくルイは、古道具で宇宙船を作っ
て出発。からかっていた子もついて来て、向かっ
てくる岩をよけながら一緒に旅をします。想像の
世界で遊ぶ子どもたちの姿が、愛情をこめて描か
れています。

男の子が絵筆で現実とは違った動物たちを描
きます。
「とっても青い馬」
「ものすごく赤いワニ」
「みごとな緑のライオン」「完璧に水玉模様のロ
バ」。自由でのびのびした線で描かれた色鮮やか
な動物たちから、間違った色なんかない、絵は自
由なものという作者の思いが伝わってきます。

その他の新刊
『武器より一冊の本をください-少女マララ・ユスフザイの祈り-』
ヴィヴィアナ・マッツァ/著

横山千里/訳

金の星社

289/ﾕ

『世界のともだち』01 ルーマニア-アナ・マリアの手づくり生活- 長倉洋海/写真・文 偕成社 384/ｾ
（世界の子どもたちの生活を通して、その国の生活様式・気候・風土・伝統を写真でわかりやすく紹介するシリーズ。）

ミニブックトーク

はじめての学校

ピッカピカのランドセルを背に心躍らせながら、また緊張しながら小学校へ通う新一年生。見てい
るだけで、こちらも新鮮な気持ちになりますね。
今日から一年生になるこぐまのくんちゃんは、とってもうれしくて早起きしました。お母さんと一
緒に歩きながら「ぼく、がっこうへいくんだよ」とみんなに教え、足取りも軽く学校に到着します。
ところがいざ一人で教室に入り、授業が始まってみるとくんちゃんは、先生に当てられたらどうしよ
うと不安になり、思わず開いていたドアから外へ飛び出してしまいます。でも、みんなの様子が気に
なって、窓からそっと教室の中をのぞくくんちゃんは、仲間に入れるのでしょうか。
（①）
日本では小学校に入学する時、ランドセルを準備し、６年間使いますね。しかし長い間、戦争状態
にあるアフガニスタンでは、子どもたちは学校に通えず、ランドセルも知りません。そんな子どもた
ちに日本からランドセルと文具を贈る活動を通して、アフガニスタンの現状を写し出した写真絵本で
す。
「ぼく、ランドセルもらってうれしくって家まで走ってかえったよ」
、
「幸せ！ これで勉強できる
んだよ。ほら、すごいよ！ 」
。ランドセルをもらった子どもたちの顔は皆、輝いています。
（②）
今日は人生で一番素晴らしい日、と顔を輝かせている女の子がいます。幼稚園へ初登園するラモー
ナです。もう誰にも赤ちゃん扱いなんてさせないぞ、と張り切って行くと先生は「さしあたり、ここ
・

・

・

・

・

に座っていなさい」と言いました。しかし「さしあたり」を「かしあたり」と聞き違えたラモーナは
「おかしがあたるんだ」と勘違し、何があってもじーっと座って待ちますが…。（
「ラモーナのまちに
まった日」より）
。ほかにも、女の子の巻き毛をひっぱって立たされたり、先生に嫌われたと思って幼
稚園を中退しようとしたりと、元気いっぱいの幼稚園生活を描いた８編のお話があります。
（③）
①『くんちゃんのはじめてのがっこう』ドロシー・マリノ/さく まさきるりこ/やく ペンギン社 E/ﾏ

②『ランドセルは海を越えて』内堀タケシ/写真・文 ポプラ社 376/ｳ
③『ラモーナは豆台風』
（ゆかいなヘンリーくんシリーズ 8）ベバリイ=クリアリー/作 ルイス=ダーリング/絵
松岡享子/訳 学研 933/ｸ （ラモーナが小学校に入学する『ゆうかんな女の子ラモーナ』もおすすめです。）

２０１４年３月５日（水）に、はつかいち美術ギャラリー展示室内で「ウッドワン美術館収蔵作
品展⑳ 美しき日本の情景 ―清らかに、華やかに― 」の展覧作品に囲まれながら、描かれた情景
にちなんだ絵本を図書館職員が朗読しました。
“大人のために”とあらかじめ銘打っておはなし会を行うのは初めての試みでしたが、当日は１２
人の方が参加してくださいました。

参加された方の中から「孫に絵本を読んでやるのだが、今日のようにゆっくり読めばよいのか」
という質問もありました。
普段図書館で行っているおはなし会は子ども向けですが、今回は大人が聞いても楽しめる絵本を
ご紹介することができたので、今まで絵本に関心のなかった方にも楽しんでもらう良いきっかけに
もなりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

４月の図書館カレンダー
日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４
◎

５
◎ちいさいこのためのおはなし会

６

７

８

９

１０

１１

１２
☆

１３

１４

１５

１６

１７

１８
◎

１９

２５

２６
☆

２０

２７

２１

２８

２２

２９

２３

３０

２４
休館

【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～
※場所はいずれも図書館会議室です。

