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保存期限の過ぎた平成２５年分の週刊誌、平成２４年分の月刊誌、図書館で受け入れをしなか
った寄贈本などを無料でお持ち帰りいただける「雑誌と図書のリサイクル市」を行います。

※お一人につき１０冊まで。（週刊誌は無制限）
※子ども向け雑誌等、永年保存の雑誌は対象外です。
※本を入れる袋をご持参ください。
※会場は土足禁止です。靴を入れる袋をご持参ください。

今月の展示

《さくらぴあ展示》

『神楽と出会う』
今年も９月２７日（日）さくらぴあ大ホー
ルで「第１５回さくらぴあ神楽共演大会」が
行われます。廿日市からは玖島神楽団、栗栖
神楽団、吉和神楽団が参加します。この大会
にちなんで、神楽や日本神話に関する資料を

《中央展示》

『認知症って、どんな病気？』
９月は世界アルツハイマー月間です。
より多くの方に認知症を理解していた
だけるように、認知症に対する知識や、
介護の仕方、予防法などの資料を集めて
展示しています。

集めました。

《企画展示》
『新幹線の旅』
山陽新幹線が今年で全線開業４０周年を迎え、
３月１４日には北陸新幹線が開通しました。
これを機会に今年は新幹線に乗って旅に出てみ
ませんか？
新幹線に関する資料を集めています。

７月に引き続き、８月８日（土）
・１０日（月）
・１１日（火）に４名の子ども司書たちの実地研修を
行い、８月１９日（水）～２４日（月）の期間（土日を除く）に野坂中学校の生徒２名と、四季が丘中
学校の生徒２名が職場体験に来ました。
どちらも本の返却や貸出、配架（返却された本を棚に戻す作業）
、修繕・ブックカバー掛けなどの仕事
を体験しました。

返却された本のバーコードを読み取っています

返却された本を棚
に戻しています

本に透明なカバー
をつけています

また、中学生たちは毎朝おすすめの本を１冊ずつ持って来てみんなに紹介したり、１０月の中央展示
（展示期間：９月２５日～１０月２１日）のテーマを考えて、資料を集めたりしました。
紹介した本
・かまえ！ぼくたち剣士会
・モナミは時間を終わらせる？
・アオハライド
・ミカグラ学園組曲 など

い展
ま示
すの
準
備
を
し
て

＊＊＊ 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。
『私のたしなみ 100』大草直子／著 幻冬舎 159.6/ｵ
『ふるさと廿日市』

郷土出版社 H217.6/ﾌ

『カンパイ！広島県』 広島県 L291.7/ﾋ

『いま生きる階級論』佐藤優／著 新潮社 331.6/ｻ
『原爆供養塔』堀川惠子／著 文藝春秋 369.3/ﾎ
『はたらく数学』篠崎菜穂子／著 日本数学検定協会／監修 日本実業出版社 410.4/ｼ
『超技術革命で世界最強となる日本』三橋貴明／著 徳間書店 502.1/ﾐ
『不動産取引のしくみがわかる本』平田康人／著 同文舘出版 673.9/ﾋ
『サッカー「戦後 70 年史」
』1945-2015 ベースボール・マガジン社 L783.4/ｻ
『水族館発!みんなが知りたい釣り魚の生態』海野徹也／編著 馬場宏治／編著 成山堂書店 787.1/ｽ
『ちゃんとした「大人の手紙」早わかり文例帳』知的生活研究所／著 青春出版社 816.6/ﾁ
『王とサーカス』米澤穂信／著 東京創元社 F/ﾖ

新刊

こ ど も の ほ ん
『ぼくは、チューズデー』

『ごたっ子の田んぼ』
616/ﾆ

～介助犬チューズデーのいちにち～

長野県の八ヶ岳のふもとの小学校では、５年生
が、田んぼでもち米を作る伝統授業があります。４
月の中頃、クワで田の土を掘り起こす「田おこし」
の大変さに、子ども達から不満の声が出ました。で
も、田に水を引き入れる「しろかき」で、どろの中
に入ると、笑い声をあげて楽しそうに歩いているの
です。田植え、そして夏の草取り、稲刈りを終える
頃には、子ども達は力強くたくましく成長します。
四季を通して、田んぼで多くのことをのびのびと学
ぶ子ども達の姿を、写真で伝えます。

ルイス・カルロス・モンタルバン/文 ブレット・ウィ
ッター/共著 ダン・ディオン/写真 おびかゆうこ/訳
ほるぷ出版 E/ﾃ

西村豊/著

アリス館

チューズデーは戦争で大けがをした元軍人ルイ
スの介助犬です。日常生活を手伝うために特別な
訓練を受けています。食堂や病院など、どこへで
も一緒にでかけ、いつでも寄り添うチューズデー
はルイスの生きる力になっているのです。言葉は
交わせないけれど信頼しあっているお互いの様子
が感じられる写真絵本です。

その他の新刊
『ライフタイム-いきものたちの一生と数字-』ﾛｰﾗ･M.ｼｪｰﾌｧｰ/ぶん ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ｻｲﾗｽ･ﾆｰﾙ/え 福岡伸一/やく
ポプラ社

・

E/ﾆ（
「いっしょうのあいだにこのキツツキがきにあけるあなは 30 こ。」、
「このキリンはあみめのもよう

が 200 こできます。
」など、数字からいきものの姿を見つめる絵本。巻末には解説もあり。
）

ミニブックトーク

月にまつわる物語

私たちの目に最初に見えるのは「月立ち（つきたち）」といわれる２日目の月で、毎月の１日目を「つ
いたち」というのは、この言葉からきています。そして３日目の「三日月」
、７日目の「上弦の月」と
満ちていき、15 日目に「満月」を迎えます。特に、秋分の日の頃の満月は「中秋の名月」といわれ、
月の表面の模様がくっきり見えます。日本では餅をつくうさぎに見えるこの模様も、他の国では本を
読むおばあさんだったりします。巻末の月の満ちかけ表を見ながら、今夜の月を眺めてみませんか。
『月の満ちかけ絵本』大枝史郎/文 佐藤みき/絵 あすなろ書房 446/ｵ

ある山里に、わらじ編みのおばあさんがいて、三つの道具にポンポン、チェンチェン、コンコンと
名前をつけてわが子のように大切にしていました。ある十五夜の晩、月からウサギに乗った老人がお

りてきて、おばあさんにわらじを作って欲しいと言いました。おばあさんが心をこめてわらじを作る
と、月の老人はお礼にウサギの歯の形をしたトウモロコシのたねをくれて…。中国のチワン族に伝わ
る民話をもとに書かれたお話です。
『月からきたトウヤーヤ』肖甘牛/作 君島久子/訳

太田大八/絵 岩波書店 923/ｼ

秋もおしせまったある嵐の晩。百姓の家に大きな白クマがやってきて、一番下の娘をくれたら大金
持ちにしてあげると言いました。そこで百姓の娘は、白クマの城で一緒に暮らすようになりますが、

夜中に白クマはクマの皮を脱いで男の姿に変わるのです。不思議に思った娘はある晩、白クマとの約
束を破って本当の姿を見てしまいます。表題話の他にもノルウェーの民話を 17 話収録。
「太陽の東 月の西」
（
『太陽の東 月の西』ｱｽﾋﾞｮﾙｾﾝ/編 佐藤俊彦/訳 岩波書店 949/ﾀ（児童文庫）
この他にも、
『うちゅうへいこう！-わかたせんちょうからのことば-』
（538/ｳ）
、
『月へ-アポロ 11 号のはるかなる
旅-』
（E/ﾌ）、「ジェニーが月夜にぼうけんするはなし」（『ジェニーのぼうけん -黒ねこジェニーのおはなし２-』

（933/ｱ）
）
、
「月を射る」
（
『おはなしのろうそく 27』
（376.1/ｵ おはなしの本ｺｰﾅｰ）などもおすすめです。

廿日市市生涯学習フェスティバル共催

図書館まつり

人 形 劇 が やってくる！
人形劇が「図書館まつり」にやってきます。
今年も、廿日市市内で活躍しているボランティア団体「人形劇コロコロ」
「どんぐり座」による公演です。
観覧希望の方は、往復はがきでお申込みください。

≪申込方法≫
往復はがきに「人形劇」希望と、
①名前（申込者全員の氏名。ただし４名以内）、
②住所、③電話番号をご記入の上、返信面
に住所・氏名を記入して、はつかいち市民図
書館まで送付してください。
※３歳未満の子どもさんは、申込みは不要です。
（人数把握のためはがきに「３歳未満○名」と
記入してください）

※当日は、駐車場の混雑が予測されるため、
公共交通機関でお越しください。

≪問い合わせ先≫
〒738-0023

≪申込締切≫

廿日市市下平良 1-11-1

平成２７年９月３０日（水）必着
応募者多数の場合は、抽選の上、結果をはがきで
お知らせします。

はつかいち市民図書館
℡（0829）20-0333

◎ちいさいこのためのおはなし会

９月の図書館カレンダー
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【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～

◆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～
※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 ★

