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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/

本は何冊まで借りられますか？
お一人様、

何時まで開いていますか？
はつかいち市民図書館は、

・図書（雑誌・紙芝居も含む） … ８冊
・視聴覚資料（CD・DVD 等） … ３点
借りることができます。

・平 日 … 午前９時～午後７時
・土日祝 … 午前１０時～午後６時
の時間を開館しています。

貸出期間 は２週間です。
予約が入っていなければ、１度のみ貸出期間
の延長ができますので、お電話か、来館時にカ
ウンターへ申し出てください。
※家族のカードでの借り換えはできません。

休館日 は１２月を除く毎月第４木曜日、
年末年始、特別整理期間（２月下旬頃）
です。
※大野図書館・さいき館図書とは、開館時間と
休館日が異なりますのでご注意ください。

☆今月の展示☆
《中央展示》

『図書館ってどんなところ？』

世界中にはたくさんの図書館があり、資料
も豊富です。その中から、目当てのものを見
つけるには、いろいろな方法があります。
知って得する図書館の便利な使い方や、意
外な一面が分かる資料、司書やボランティア
の方に役立つ本の飾り方、壁面ディスプレイ
などについて書かれた本などを集めて展示
しています。

《さくらぴあ展示》

『北極圏・南極圏』
５月 2３日（金）～６月２２日（日）、
はつかいち美術ギャラリーで「氷の国の天
使たち 浅尾省吾写真展」が、開かれてい
ます。浅尾さんは、廿日市市浅原出身の動
物写真家です。北極圏や南極圏にちなんだ
本を集めて展示しています。

《企画展示》

『働く女性を応援します』
結婚・出産後も家事・育児と仕事を両立
して、変わらず働きたい。
そんな女性たちの「働きたい！」を応援
する資料を集めて展示しています。

はつかいち市民図書館では、廿日市地域の中学
校１年生を対象に、図書館及び図書室の利用方法
や本を使った調べ方案内をする「図書館オリエン
テーション」事業を行っています。
５月は次の２校で行いました。
５月７日（水）は、廿日市中学校で生徒たちに
図書館の種類や、本の並び方、図書館の本を使っ
た調べ方を案内しました。
その後、図書室の先生（読書活動推進員）から学校図書室の利用方法の説明をしてもらい、生
徒たちに図書室の本を貸し出しました。
５月１６日（金）は、阿品台中学校で図書館での調べ方を中心に行い、百科事典や資料の目次・
索引を使った調べ方を説明した後、実際に生徒たちに問題を出しました。
問題の答えは全て百科事典を見れば分かるものだったのですが、一生懸命いろんな資料を見て
答えを探している姿が印象的でした。
このオリエンテーションをきっかけに、学校図書室と公共図書館を上手に活用してもらえたら
なと思います。

＊＊＊ 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。
『宮本常一の本棚』宮本常一/著 八坂書房 019.9/ﾐ
『しない生活』小池龍之介/著 幻冬舎 S184/ｺ
『旅を楽しむ！トリビア大百科』ナイジェル・ホームズ/著 日経ナショナルジオグラフィック社 290.9/ﾎ
『どうか忘れないでください、子どものことを。』佐々木正美/著 ポプラ社 379.9/ｻ
『カタツムリが食べる音』エリザベス・トーヴァ・ベイリー/著 飛鳥新社 484.6/ﾍ
『妊娠全百科』北川道弘/総監修 学研パブリッシング L598.2/ﾆ
『鉢で美しく育てるバラ』木村卓功/著 ＮＨＫ出版 627.7/ｷ
『それでも僕は夢を見る』水野敬也/著 文響社 726.6/ﾃ
『前田智徳天才の証明』 堀治喜/著 ブックマン社 783.7/ﾏ（県資）
『日本語の考古学』今野真二/著 岩波書店 S810.2/ｺ
『腹心の友たちへ』村岡花子/著 河出書房新社 914.6/ﾑ
『Q』上・下 ルーサー・ブリセット/著 東京創元社 973/ﾌ
『ライアー』大沢在昌/著 新潮社 F/ｵ
『満月の道

流転の海 第７部』宮本輝/著 新潮社 F/ﾐ

『本屋さんのダイアナ』 柚木麻子/著 新潮社 F/ﾕ

新刊

こ ど も の ほ ん

『あひるの手紙』
朽木祥/作

ささめやゆき/絵

『石を抱くエイリアン』

佼成出版社

913/ｸ

つつじの花がさいたころ、ほんまち小学校に、
ふしぎな手紙が届きました。封筒の表には「いち
ねんせいのみんなへ」、裏には「たなかけんいち
より」。そして便せんには「あひる」だけ、元気
いっぱいの３文字です。いったいだれでしょう？
差出人は、ひらがなを全部書けるようになった
24歳のけんいちさんでした。１年生のみんなは、
どんな返事を書こうかと考えます。
ゆっくり大きくなった青年と小学１年生との
文通のお話。

濱野京子/著

や おとめいちこ

偕成社

913/ﾊ

八乙女市子は夢も希望も持っていない、茨城に
住む平凡な中３女子。彼女と同じ班の５人のクラ
スメイトは公務員や読者モデルなど、それぞれの
よしお
夢があり、なかでも偉生は、日本一の鉱物学者に
なるという大きな夢を語る。そんな偉生の提案で
２学期の文化祭で「原発」についての展示をする
ことになった市子たちは、2011 年 3 月に卒業
を迎えることになるのだった。
市子と仲間たちが共に学び、恋もしながら絆を
深めていった一年を描いた、YA 世代に贈る物語。

その他の新刊 『ビブリオバトルを楽しもう-ゲームで広がる読書の輪-』
粕谷亮美/文

谷口忠大/監修

しもつきみずほ/絵

さ・え・ら書房 019/ｶ

れき

『これならわかる！科学の基礎のキソ 暦』鈴木充広/著 こどもくらぶ/編 丸善出版 449/ｽ
（暦の歴史から天文との関係まで、写真や表を用いてわかりやすく説明。○×クイズでも楽しめる一冊。
例:１月～６月の日数より７月～１２月の日数のほうが常に多い？

さて○か×か。確かめてみましょう。）

ブックスタートは、赤ちゃんと保護者に絵本を開く楽しい体験といっしょに絵本を手渡し、心ふれあう
ひとときを持つきっかけをつくる活動です。地域で生まれたすべての赤ちゃんを対象に、各自治体の活動
として乳幼児の健康診査などで実施されています。廿日市市では 4 カ月児健康診査で実施しています。
「地域で子育て
を応援していま
すよ」という、
温かなメッセー
ジも伝わりま
す。

健診の待ち時間を利用して、ブックスタートボ
ランティアが親子に読み聞かせをしています。
絵本に反応する赤ちゃんのかわいい表情を保
護者に見てもらえるように２人一組で行いま
す。４ヵ月の赤ちゃんでも絵本を見て笑った
り、触れて楽しめることが分かります。

絵本には絵を見る楽しみだけではなく、リズム
のある言葉があふれ、赤ちゃんに語りかける要素が
たくさん詰まっています。絵本の読み聞かせは赤ち
ゃんと心を通わせるひとときを、ごく自然につくる
ことができます。
ブックスタートにご協力
していただけるボランテ
ィアを募集しています。
まずは見学から参加され
ませんか。興味のある方は
図書館までお問い合わせ
ください。℡20-0333
担当 石井・安達

ほてはま たかし絵本版画原画展
作品にかこまれて おはなし会

※事前申し込みは不要ですが、保護者の
方は観覧券が必要です。
『のはらうた』を版画表現した『版画のはらうた』などで知られる、ほてはまたかしさんの絵本
版画原画展が、はつかいち美術ギャラリーで６月２６日（木）から開催されます。
この原画展中に、はつかいち市民図書館の職員が本物の原画作品に囲まれながら、
『のはらうた』
などの読み聞かせを行います。
《お問い合わせ先》
1951 年兵庫県生まれ。大学卒業後、伊丹市の小・
中学校で、美術・図工の教師として勤める。８２年
に山口市秋穂に転居し、油絵や版画の制作活動に専
念。主な作品に、詩画集『版画のはらうたⅠ～Ⅴ』
（童話屋）
、絵本『おてがみちょうだい』
（童心社）
、
紙芝居『ねこはしる』
（すずき出版）などがある。

開館時間 ／ 10:00～18:00
（入館は 17:30 まで）
休 館 日 ／ 月曜日
T E L ／ (0829)20-0222
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６月の図書館カレンダー
◎ちいさいこのためのおはなし会
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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。
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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。

