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

２０１４年９月１日から、はつかいち市民図書館・大野図書館・さいき図書
館の窓口で「１００冊読書手帳」を配布しています。
そして１００冊分記録した手帳を各図書館の窓口に持って行くと、
「１００冊
達成しおり」をプレゼントしているのをご存知でしょうか？
すでに２０００冊以上配布している読書手帳ですが、その１００冊達成者が
２０１５年５月で９０人を越えました！
読書手帳を配布し始めて、もうすぐ１年が経ちます。
２００冊達成した方を対象に、はつかいち・大野・さいき各館限定の柄で、
「２００冊達成しおり」をプレゼントすることが決まりました！
「２００冊達成しおり」の配布については、７月以降を予定しています。

今月の展示
《さくらぴあ展示》

『ハンガリー国立歌劇場
モーツァルト「フィガロの結婚」』
さくらぴあ大ホールで６月２４日（水）に『ハ
ンガリー国立歌劇場 モーツァルト「フィガロ

我が家で
気分を変えて

の結婚」
』が行われます。この公演に併せて、モ

《中央展示》

ーツァルト、フィガロの結婚、ハンガリーなど
に関する資料を集めています。

『おうち de カフェ気分』
《企画展示》
『琳派４００周年』

たくさんの小鉢に盛り付けたり、ワンプレー
トにしたり、小さな雑貨を飾ったり…。いつも
の我が家の料理をちょっと変身させてみません
か？
写真を撮りたくなるような、心をほぐす「お
うちでカフェ」気分を味わうのに参考になりそ
うな資料を集めてみました。

り ん ぱ

お が た こうりん

「琳派」とは絵師尾形光琳の「琳」をとって名
ほ ん あ み こ う え つ

付けられた名称です。「琳派」は本阿弥光悦が、
徳川家康から鷹峯の地を拝領した年から始まっ
たと考えられており、今年でちょうど４００周
年を迎えます。琳派に関する資料を集めて展示
しています。

こどもの読書週間（4/23～5/12）期間中、小中学生を対象に「スタンプラリー」を行いま
した。
３週間という短い期間でしたが、①図書館で本を借りる、②もう一度図書館で本を借りる（※
①とは違う日）、③クイズに答える、という条件をクリアして、３つスタンプを集めた方には、
日本十進分類法をキャラクター化したしおりをプレゼントしました。
③クイズの答えは、次のとおりです。

図書館クイズ
さつ

１、図書館の本は、ひとり８冊 までかりることができる。
つきだい

はい

・ いいえ

はい

・ いいえ

もく

２、まい月 第 ４木 よう日はおやすみだ。

※第４木曜日は図書整理日で休館しています。（年末年始の休館がある１２月は除く）
３、図書館で借りた本をそのまま他の人に貸してもいい。
せいきゅう き ご う

はい

・ いいえ

せ

４、「かいけつゾロリ」の 請 求 記号（本の背にはられているシールのすうじとカタカナ）は？
れい

913 ハ

例： 913 カ
うらな

だいけんきゅう

ぶんるい き ご う

※「９１３」は日本の物語、
「ハ」は著者の頭文字です。
なん

５、「 占 い 大 研 究 」の分 類 記号（すうじ）は何 ばんからはじまる？

1

※ヒント：の０～９のすうじのどれかだよ！

※占いは「１」の哲学に分類されます。

＊＊＊ 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。
『感情的にならない本』和田秀樹/著 新講社 141.6/ﾜ
『図説英国貴族の暮らし』田中亮三/著 河出書房新社 233/ﾀ
『ニュースで伝えられないこの国の真実』 辛坊治郎/著 KADOKAWA 304/ｼ

『スーパー図解尿路結石症』坂本善郎／監修 法研 494.9/ｽ
『ホットケーキミックスなら簡単!300 レシピ』主婦の友社／編 主婦の友社 596.6/ﾎ
『介護士からプロ棋士へ』今泉健司／著 講談社 796.0/ｲ
『トットひとり』黒柳徹子／著 新潮社 914.6/ｸ
『武道館』朝井リョウ／著 文藝春秋 F/ｱ
『過ぎ去りし王国の城』宮部みゆき／著 KADOKAWA F/ﾐ

新刊

こ ど も の ほ ん

『アラヤシキの住人たち』
本橋成一/写真と文

『和の食文化③和食づくりの基本とは？』

農文協 369/ﾓ

江原絢子/監修 こどもくらぶ/編

北アルプスのふもと真木集落にある築 100 年
以上のかやぶきの古民家「アラヤシキ」。そこで
はハンディキャップを持つ人たちと、そうでない
人たちが「ともに働き、ともに学ぶ」という精神
で、田畑を耕し家畜を飼い、「自労自活」を営ん
でいます。不便さを楽しみ、自然と寄り添ってい
きいきと暮らす姿が写し出されています。

その他の新刊

岩崎書店

383/ﾜ

食材、料理、栄養の３つの「食」の要素に加え、
「もてなし」も、和食の重要な要素だと考えられ
ています。そのもてなしの精神から生まれた、素
材の持ち味を引き出す調理法、きれいな盛り付け、
「いただきます」から始まる正しい食事のマナー
などを豊富な写真とイラストで解説します。年中
行事や旬の食べ物の一覧、
「英語でご飯を炊いてみ
よう！」などの日本食文化の特集もあります。

“自然科学の歴史を知ろう”

『世界の絶滅動物いなくなった生き物たち 1 ヨーロッパ・アジア』エレーヌ・ラッジカク、ダミアン・ラ
ヴェルダン/作 北村雄一/日本語版監修

泉暢子/訳

汐文社

482/ﾗ

『氷河時代の大研究-気候変動のひみつをさぐろう-』多田隆治/監修 PHP 研究所 456/ﾋ
『人類の進化大研究 -700 万年の歴史がわかる-』河野礼子/監修 PHP 研究所 469/ｼ

ミニブックトーク

１つ、２つ、… たくさん！

王様は、正直な行いをした村娘ラーニに、ほうびを与えることにしました。そこでラーニは「お米
を１粒ください」と言います。
「１粒では少ない、もっと気前よくしたい」という王様に、ラーニは「今
日は１粒、明日は２粒、あさっては４粒というように、前の日の倍の数だけ 30 日間いただくという
のはいかがでしょう？」と提案します。王様は「まだまだ、ささやかなものだわい」と聞き入れます
が…。インドの算数の昔話です。
『１つぶのおこめ』デミ/作 さくまゆみこ/訳 光村教育図書 E/ﾃ

何でも２つずつでないと気に入らない「なんでもふたつ」さんは、ズボンにワイシャツ、ネクタイも
２つずつ、靴さえ２足ずつ身に付けています。家はもちろん、飼い犬も２匹ずつ。ただ残念なのは、
奥さんと息子が１人ずつしかいないことでした。子どもが１人なのはあきらめきれない「なんでもふ
たつ」さんは、息子に何でも２つずつ買っていました。すると、ある日、それが役に立つときがきた
のです。
『なんでもふたつさん』M.S.クラッチ/ぶん 光吉夏弥/やく K.ビーゼ/え 大日本図書 933/ｸ

小学校３年生のヘンリーくんは、熱帯魚のグッピーを飼い始めました。グッピーは、すぐに大人にな
って、次々に赤ちゃんを産む魚だったのです。グッピーを入れたびんは、あっという間にどんどん増え
て、たんすやテーブルの上に並んで、ついに床にも並んでいきました。お父さんの計算では、１年以内
に百万匹以上になるというのです。とうとう、お母さんに、グッピーを減らすように言われてしまい…。
この「ゆかいなヘンリーくん」シリーズ第１巻では、ヘンリーくんが焦ったり、ホッとしたりするお話
を６つ収録しています。
「百万びきのグッピー」（
『がんばれヘンリーくん』ベバリイ・クリアリー/作 松岡享子/訳 ルイス・ダーリン
グ/絵 学研教育出版 933/ｸ）

はつかいち市民図書館、大野図書館、さいき図書館では、調査研究のために必要な情報が検索で
きるよう、インターネット端末を設置しています。

・端末の利用料金は無料です。
・「インターネット端末利用申込書に」に
必要事項を記入し、図書館利用カードと
一緒にカウンターに提出してください。
・利用の受付は１回につき、３０分以内です。
・終了時に次の利用者の予約がない場合、
１回３０分以内で延長することができます。
延長の制限はありません。
・フィルタリングソフトを導入しているため、
閲覧できないサイトもあります。あらかじめ
ご了承ください。
・小学生以下のお子様がインターネットを利用
する場合は、保護者の方の了解が得られてい

はつかいち市民図書館では、
９月３０日まで、試行期間として、
インターネット閲覧にかかるフィル
タリングのうち、『動画・音楽配信』を
解除しています。
動画や音楽配信を含むホームページを
ご覧になりたい方は、申込書下欄に
あるヘッドフォンの使用欄『要』に
丸をしてください。

ることを確認するため、「インターネット端
末利用申込書」の記入を保護者の方にお願い
いたします。（カウンターに提出する際は、
お子様だけでも構いません）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

６月の図書館カレンダー
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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 1０時３０分～
2 回目 11 時～
※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。

★ 途中からの入室はご遠慮ください ★

