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予約待ちの多い図書ランキングが
加わりました！

これから図書館に入る
本の中で、話題の本や人
気作家の本などを紹介す
るのと合わせて、予約待
ちの多い図書のランキン
グを見ることができるよ
うになっています。
ご来館の際は、ぜひお
立ち寄りください。

図書館にご来館いただ
いた利用者の皆様に、い
ち早く新刊本の情報をお
知らせする「新刊おすす
め本コーナー」がリニュ
ーアルしました。
場所は雑誌の棚の①番
と②番の間、中央展示の
すぐ近くです。

今月の展示
《さくらぴあ展示》

『観たい！ 知りたい！ 歌舞伎の世界』
7 月 13 日（水）にさくらぴあ小ホールで葛西聖司
さん（アナウンサー、芸能解説者）による「歌舞伎プ
レセミナー」が、7 月 20 日（水）にさくらぴあ大ホ
ールで「松竹歌舞伎」の公演が行われます。この公演

《中央展示》

『

にちなんで、歌舞伎に関する資料を集めています。

』

《企画展示》

選挙権年齢を現行の「２０歳以上」から

『私らしく働く！』

「１８歳以上」に引き下げる改正公職選挙
法が昨年６月、成立し公布されました。今
年 6 月 19 日から施行されます。
政治や選挙に関する本を集めて展示し
ています。

「就職したい」
「結婚・出産で職場を離れたけど、
もう一度仕事がしたい」などの女性の「働きた
い！」気持ちを応援する資料を集めて展示してい
ます。

小中学生を対象に「どくしょビンゴゲーム」を行い、期間中にビンゴができると、日本十進分
類法をキャラクターしたしおりをプレゼントしました。
ビンゴを達成する条件の一つである「としょかんクイズ」の答えは次のとおりです。

としょかん

図 書 館 の本は、ひとり８さつまでかりることができる。
としょかん

どようび

にちようび

図 書 館 は、土曜日と日曜日がおやすみだ。

としょかん

図 書 館 でかりた本を、そのままほかの人にかしてもいい。

「ドングリ山のやまんばあさん」のせいきゅうきごう（本のせびょうしにはられているシール）
すうじ

の数字とカタカナは？

９１３ア
むし

やど

すうじ

「 虫 のくる 宿 」のぶんるいきごう（数字 ）は何ばんからはじまる？

＊＊＊ 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。
『情報の強者』伊藤洋一／著 新潮社 S 002.7/ｲ
『日本人は何を考えてきたのか』齋藤孝／著 祥伝社 121.0/ｻ
『あなたは見えないところで愛されている』郡美矢／著 KADOKAWA 198.3/ｺ
『戦国大名の兵粮事情』久保健一郎／著 吉川弘文館 210.4/ｸ
『21 世紀地政学入門』船橋洋一／著 文藝春秋 S 312.9/ﾌ
『最高のリーダーは何もしない』藤沢久美／著 ダイヤモンド社 336.3/ﾌ
『シリコンバレー式自分を変える最強の食事』デイヴ・アスプリー／著 栗原百代／訳
ダイヤモンド社 498.5/ｱ

『モノは最低限、幸せは最大限』メディアソフト書籍部／編 メディアソフト 590.4/ﾓ
『さくらのとんねる』風見しんご／著 青志社 772.1/ｶ
『本物の英語力』鳥飼玖美子／著 講談社 S 830.7/ﾄ
『太宰治 100 の言葉』安藤宏／監修 宝島社 910.2/ﾀ
『イノセント』島本理生／著 集英社 F/ｼ

新刊
『うまれたよ!

こ ど も の ほ ん

ヤドカリ』

～よみきかせいきものしゃしんえほん 22～
武田晋一/写真 ボコヤマクリタ/構成・文
岩崎書店 Ｅ/ﾀ

『メディチ家の紋章』上・下
テリーザ・ブレスリン/作 金原瑞人・秋川久美子/訳
小峰書店 933/ﾌ（ヤング）
おぼ

冬のおわり。小さな貝がらの中に、たまごを
300 こもかかえたメスのヤドカリを見つけた。
やがて生まれた、大きさ２ミリの赤ちゃんには、
まだ貝がらはない。３日ごとにかわをぬぎ、12
日目、へんしんその１。大きなはさみができる。
その２、長い足ができる。その３、自由におよげ
るようになる。
そしてたまごからかえって 22 日、
ようやく気にいった貝がらを見つけた赤ちゃん
は、新しいくらしをはじめる。ヤドカリの成長の
様子を大きな写真で紹介している。

溺れかけていたところをレオナルド・ダ・ヴィン
チの一行に助けられた少年マッテオ。だが、マッテ
オは本当の名前ではなく、彼は「あるもの」を盗ん
だことで追われていた。ある時はダ・ヴィンチの助
へ きが
かいぼう
手となって壁画の制作や死体の解剖を手伝い、また
ようへい
ある時は傭兵 となって戦場へ身を投じるマッテオ
とうぞくだん
とうりょう
を、盗賊団の 頭 領 サンディーノ、そしてメディチ
家の男が追ってくる。16 世紀イタリアを舞台に少
年マッテオの冒険と成長を描いた長編物語。

その他の新刊
『ツバメ観察記』孝森まさひで/文・写真 福音館書店 488/ｺ（たくさんのふしぎ傑作集）
渡り鳥のツバメが日本に帰ってきて５月初旬に巣作りを始めました。そして 16 日に卵を産み、６月 3 日にヒ
ナが誕生します。無事、子ツバメが巣立ち、秋に外国へ旅立つまでの日々を写真で紹介しています。

パパがよむ おはなし会
場所：図書館会議室

対象：幼児から大人

いつもとは、ひと味ちがうパパの声の読み聞かせ

はつかいち市民図書館では、年
に２回程度、パパが読むおはなし
会をしています。昨年度は、６月
と 12 月に行いました。読んでく
ださったのは、子育て真っ最中の
パパボランティアさんです。
今年度は、

７月９日（土）11:00～と
１２月１０日（土）11:00～
を予定しています。お楽しみに！

図書館に寄せられるよくある質問にお答えします。

A.ご利用いただけます。はつかいち市民図書館の
利用カードに有効期限はありません。

A.０歳から利用カードを作ることができます。
保護者の方等代理人の方がお子様のお名前と
ご住所が確認できるもの（保険証等）を持って
図書館にお越しいただき、
『利用申込書』に
ご記入の上、カウンターへお申し込みください。

A.利用カードを紛失された場合、
『再発行届』を
提出していただき、２週間探していただいても、
見つからないときは、利用カードを発行します。
再発行を申請中の期間も資料を借りることが
できますので、図書館にお問い合わせください。

A.申し訳ありませんが、 図書の貸し出し記録は
個人のプライバシーに関わる情報ですので、
資料を返却した時点で、記録を消去しています。
図書館では読んだ本を記録できる『１００冊
読書手帳』をカウンターで配布しております
ので、ぜひご活用ください。

A.資料の状態を確認しますので、そのまま図書館
にお持ちください。（専用のテープ等で修理し
ます）
失くした場合や、修理しても貸出できる状態に
ならない場合は、原則同じ本での弁償をお願い
しています。

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～

３０
※場所はいずれも図書館会議室です。

