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広島県では、夏の節税対策として「ひろしまクールシェア」が実施されます。
「ひろしまクールシェア」とは、電力需要が最大となる平日昼間の時間帯に、家のエアコン等
を消して、公共施設や商業施設等にお出かけして、涼しい場所をみんなで過ごそうという県の取
り組みです。
実施期間は 7 月１０日（木）～９月１９日（金）までの平日（月～金）１３時～１６時です。
その間に対象施設に出かけると、スタンプカードにスタンプを押すことができます（１日１回ま
で）。１０回分のスタンプが貯まった方の中から、抽選でプレゼントが贈呈されます。
はつかいち市民図書館・大野図書館・さいき図書館もこの「ひろしまクールシェア」の対象施
設となっています。暑い夏をみんなでクールシェアして乗り切りましょう！

ひろしまクールシェア（eco ひろしま～環境情報サイト）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/hiroshimakurushea.html

今月の展示
《中央展示》

『この本おもしろいよ』

《さくらぴあ展示》

『ほてはま たかしと

版画の魅力』
はつかいち美術ギャラリーでは、６月
２６日（木）～７月２７日（日）まで「ほ
てはま たかし絵本版画原画展」が行われ
ています。この原画展にちなんで、ほて
はまたかしさんが手がけた本と、版画に
関する資料を集めて展示しています。

小学生・中学生向けに、夏休みにオスス
メの本を集めて展示しています。
小学生低学年・中学年・高学年、そして
中学生のそれぞれの年代に合わせて、た
くさんの本を用意しました。
※リストも配布しています。

《企画展示》

『平和への祈り』
７月２６日（土）に「2014 はつかいち
平和の祭典」が行われます。戦争の悲惨さ
を再認識し、平和な世の中の実現を願って、
私たちは何をすべきか――この機会に今一
度考えてみませんか？ 戦争や平和、原爆
に関する資料を集めて展示しています。

作品にかこまれて おはなし会

５月に引き続き、６月１７日（月）も野坂
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」を行いました。

※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。

すでに学校図書室を利用したことのある
生徒がほとんどでしたが、図書館の種類や本
の並び方、日本十進分類法の仕組みなどを知
って、読みたい本を本棚へ探しに行く姿はと
ても楽しそうでした。

『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中（6/26～
7/27）に、はつかいち市民図書館の職員
が本物の原画に囲まれながら『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》

TEL：
（0829）20-0222

＊＊＊ 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。
『乱読のセレンディピティ』外山滋比古/著 扶桑社 019.1/ﾄ
『いつやるか？今でしょ！』林修/著 宝島社 159/ﾊ
『仕事に効く教養としての「世界史」』出口治明/著 祥伝社 204/ﾃ
『天声人語 2013 年 7 月-12 月』朝日新聞論説委員室/著 朝日新聞出版 304/ﾃ
『やり直し・間違いゼロ絶対ミスをしない人の仕事のワザ』 鈴木真理子/著 明日香出版社 336.5/ｽ
『人類が解けない科学の謎』ヘイリー・バーチ/他著 原書房 404/ｼ
『小麦粉なし、砂糖なし！おからマフィン』粟辻早重/著 文化学園文化出版局 596.6/ｱ

『
「花」のギフト＆ラッピング』ＫＡＤＯＫＡＷＡ L627.9/ﾊ
『情熱を貫く』 大久保嘉人/著 フロムワン 783.4/ｵ
『齋藤孝の「伝わる話し方」』齋藤孝/著 東京堂出版 809.2/ｻ
『霧に橋を架ける』キジ・ジョンスン/著 東京創元社 933/ｼ
『八月の六日間』 北村薫/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F/ｷ
『ホリデー・イン』坂木司/著 文藝春秋 F/ｻ

新刊

こ ど も の ほ ん
『よかったね、カモのおちびちゃん』

『ポッダとポッディ』
シビル・ウェッタシンハ/作
店 E/ｳ

松岡享子/訳

エヴァ・ムーア／ぶん
いまえよしとも／やく

福音館書

ナンシー・カーペンター／え
BL 出版 E/ｶ

おさんぽ日和、５羽の子ガモが母さんガモのあ
とからついていきます。すると突然、大声があが
りました。「カモのおちびちゃんたちが、ぜーん
ぶ、排水口におちたのよォ！」。消防士たちがか
けつけましたが、排水口のふたをもちあげられま
せん―。人々が見守る中での子ガモの救出劇を描
いた絵本は、ニューヨークのロングアイランド島
で起こった実話です。

ポッダとポッディは貧乏な夫婦です。ある日、
家中を探し回ってわずかなお金を見つけます。お
くさんは食べるものを買ってくるよう頼みます
が、ポッダは気の毒なおばあさんから食べられな
いタマネギの種を買って、お金を全部使ってしま
います。人助けをしたと喜んで帰るのんびり屋の
ポッダですが…。

その他の新刊
『思い出をレスキューせよ！-“記憶をつなぐ”被災地の紙本・書籍保存修復士-』
堀米薫/文

くもん出版

369/ﾎ

『ラスコーの洞窟-ぼくらの秘密の宝もの-』
エミリー・アーノルド・マッカリー/絵と文

ミニブックトーク

青山南/訳

小峰書店

できるよ！

702/ﾏ

おてつだい

そろそろ楽しい夏休み！ ちょっとがんばって、いつもと違うおてつだいをしてみませんか？
小さな女の子ミリー・モリー・マンデーのしごとは、家族のためにおつかいをしたり、ことづけを
・

・

・

・

・

届けたりすることです。ある日、
「とうさんのこてと、かあさんのたまごと、おじいちゃんの糸と、お
・

・

ばあちゃんの毛糸と、おじさんのにわとりのえさと、おばさんの針」の用事を頼まれたミリーは、そ
・

・

・

・

・

れを小さな声で繰り返しながら出かけました。そして、こてとたまごの用事を済ませた後、お店で糸
と毛糸を買いますが、お金が余ってしまいます。そこでミリーは考えて…。（①）
ミリーは家のしごとをおてつだいしましたが、トミーは夏休みの間、旅行に行く人のはちうえをた
くさん預かって、世話をすることにしました。トミーがとても上手に世話をしたので、植物はどんど
んのびて、家中が葉やツタでおおわれます。ご飯の時はまるで森でピクニックをしているようだし、
テレビを見る時はジャングルの奥で映画を見ているようで、トミーはすごく面白いのですが、お父さ
んはとても不満そうです。こんなに家中が植物だらけになって、大丈夫なのでしょうか。
（②）
次に登場するホーマーくんは、おじさんの食堂で店番のおてつだいをします。ホーマーはおじさん
が留守の間にドーナツ製造機を修理して、ドーナツを作っておくようにと頼まれ、さっそく仕事にか
かります。するとひとりの着飾ったご婦人がやってきて、ご自慢のレシピでドーナツを作り始めます。
すると、とてもおいしいドーナツが製造機から次々に出てきて、ホーマーもお客さんも大喜びで食べ
ました。ところがストップのボタンを押しても製造機は止まらず、お店の中は何千ものドーナツの山、
山、山で大騒ぎになってしまいます。さあどうする？

ホーマーくん。
（③）

①「ミリー・モリー・マンデーおつかいにいく」
（
『ミリー・モリー・マンデーのおはなし』ジョイス・L・ブリ
スリー/さく 上條由美子/やく 菊池恭子/え 福音館書店

933/ﾌ。１２の短いおはなしがあります。）

②『はちうえはぼくにまかせて』ジーン・ジオン/さく マーガレット・ブロイ・グレアム/え もりひさし/やく ペンギ
ン社 E/ｸ
③「ドーナツ」（
『ゆかいなホーマーくん』ロバート・マックロスキー/作 石井桃子/訳 岩波書店 933/ﾏ。ホー
マーくんが大活躍する６つの短編が入っています。） 【①・②：小学校低学年向き、③小学校中学年以上向き】

廿日市市教育委員会主催で、市内の小学６年生を対象に、今年度も「子ども司書」養成講座が始
まりました。
子ども司書とは、読書の楽し
さ・大切さを学校や地域で広
める、読書活動のリーダーと
なる子どもたちのことです。

図書館の本の並び方について
の説明を受けています。

子ども司書を目指す子ど
もたちは、２日間の全体研
修と地域の図書館での実地
研修を行い、学校や図書館
で活動していきます。

本の分類記号を当てるクイ
ズをしています。

６月７日（土）に行われた全体研修では、子ども司書に
なるための流れや図書館の本の並び方について説明があっ
た後、おすすめの本のポップ（紹介カード）作りを行いま
した。

おすすめの本のポップを作って
います。

次は、７月にはつかいち市民図書館と大野図書館、８月に
さいき図書館でそれぞれ実地研修が行われます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

７月の図書館カレンダー
日

月

◎ちいさいこのためのおはなし会

火

水

木

金

土

１

２

３

４
◎

５

【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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２０

２１

２２

２３

２４
休館

２５

２６
☆

カウンターにお問い合わせください。

☆おはなし会

２７

２８

２９

３０

【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～

３１
※場所はいずれも図書館会議室です。

