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保存期限の過ぎた平成 26 年分の週刊誌、平成 25 年分の月刊誌、図書館で受け入
れをしなかった寄贈本、英字新聞などを無料でお持ち帰りいただけます。
日時 10 月 9 日（日）１０時 30 分～ 15 時
場所 さくらぴあリハーサル室

※無くなり次第終了します
今年は
英字新聞も
少しあるよ！

※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。
はつかいち市民図書館

☎（0829）20-0333

今月の展示
《中央展示》

『わが町で豊かに暮らす
農林水産で地域づくり』
山も川も海もある廿日市市。自然の恵みを生かして
豊かに暮らすには･･･。
野菜を作る！ 森の力を引き出す！ 魚や貝を育
てる！ 農林水産業に関する資料や、廿日市の特産品
にちなんだ資料を集めて展示しています。

《さくらぴあ展示》

『神楽を知る・観る・楽しむ』
9 月 25 日（日）にさくらぴあ大ホールで「第
16 回神楽共演大会」が行われます。
この大会にちなんで、神楽を知って、観て、
楽しめるような資料を集めて展示しています。
職場体験に来た中学生が準備してくれました

《企画展示》 『Sound Library ～芸術の秋～』
今年もこの季節がやってきました。そう芸術の秋です。
さくらぴあのホールでもコンサートや演奏会が行われます。図書館でも「音」にまつわる本をたくさん集
めて、展示することにしました。音楽に関する本だけでなく、世界の音楽家たちの伝記や、音に関する絵本
など子どもから大人まで楽しめる資料を集めました。いろいろな「音」を感じてみてください。

8 月 19 日（金）、22 日（月）～25 日（木）の５日間、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。
貸出や返却、配架（返却された本を棚に戻す仕事）、本の修繕、ブックカ
ぜせい

バーかけなどの仕事の他にも、企画展示の準備や図書整理日の本の是正（棚
の本を請求記号順に並べていく仕事）も体験しました。
本の修理をしています
９月の企画展示は
中学生たちが準備した、
「Sound

Library
～芸術の秋～」です

ぜせい

本の是正をしています

展示の準備をしています

＊＊＊ 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。
『すべてわかるセキュリティ大全』2017 日経コンピュータ／[ほか]編集 日経 BP 社 019.5/ｻ
『なぜ意識は実在しないのか』改訂版

永井均／著 岩波書店 B 114.2/ﾅ

『漂流の島』高橋大輔／著 草思社 291.3/ﾀ
『Q&A で簡単!家づくりのお金の話がぜんぶわかる本』2016-2017

田方みき／著 エクスナレッジ

338.7/ｷ

『専門医が教えるおなかの弱い人の胃腸トラブル』江田証／著 幻冬舎 493.4/ｴ
『鉄道ダイヤを支える技術』梅原淳／著 秀和システム 516.2/ｳ
『ラクラク冷凍レシピ』大庭英子／著

講談社

596/ｵ

『趣味の小もの盆栽』杉本佐七／編著 光芸出版編集部／編著 光芸出版 627.8/ｼ
『Y チェアの秘密』坂本茂／著 西川栄明／著 誠文堂新光社 758/ｻ
『翻訳できない世界のことば』エラ・フランシス・サンダース／著イラスト 前田まゆみ／訳 創元社
804/ｻ

『やりなおし高校国語』出口汪／著 筑摩書房 S 817.5/ﾃ
『プーの細道にたった家』A.A.ミルン／著 阿川佐和子／訳 新潮社 933/ﾐ
『コンビニ人間』村田沙耶香／著 文藝春秋 F/ﾑ
『マシュマロ・ナイン』横関大／著 KADOKAWA F/ﾖ

こ ど も の ほ ん

新刊

『さっ太の黒い子馬』
小俣麦穂/著

ささめやゆき/絵

『海の生きもの図鑑

講談社 913/ｵ

-調べてみよう名前のひみつ-』

さっ太の住んでいる小さな山里ではたくさんの
馬を育てていました。その里のならわしで男の子は
じゅうぶんに馬の世話ができるようになると、子馬
えらびの祭りで子馬を一頭もらうことができまし
た。今年祭りに参加するさっ太は、真っ黒な瞳のき
れいな子馬を心からもらいたいと思いますが、ほか
の子もその馬を欲しがり、どちらが手に入れるか試
練を受けることになりました。それは、子どもたち
が誰一人として行ったことがない西山にある山神
さまの祠に宝を見つけに行くというもので…。

小林安雅/写真・文

汐文社

481/ｺ

海の生きものの名前には、おもしろいひみつがい
っぱい！ 人を刺したり、お盆の頃に大量発生する
あんどん く ら げ

アンドンクラゲは漢字で「行灯海月」と書き、その
名のとおり、かさが箱形で行灯に似ています。また
映画の主人公「ニモ」のモデルになったカクレクマ
ノミのクマノミ（隈之実）は、色分けされた派手な
くまどり

体の色を歌舞伎役者の「隈取」に見立て、それに魚
介の意味の「実」を合わせて付けられた名前です。
ほかにもウニの仲間のスカシカシパン（透かし菓
子パン）や梅干しにそっくりなイソギンチャクな
ど、112 種類の名前のひみつにせまります。

その他の新刊
『もりモリさまの森』田島征三/作 さとうなおゆき/絵 理論社 913/ﾀ（絵本作家の田島征三さんによる初の
童話作品で、20 年の歳月をかけて書き上げた山里に住む人々と生きものたちに贈る物語です。
）

君の名前は？
突然ですが、あなたは何と呼ばれていますか？ 本名以外にもいろいろな呼び名がある人
も多いでしょう。全国で 608 種類も呼び名がある植物が、ヒガンバナです。
「マンジュシャ
ゲ」や「キツネノカミソリ」などとも呼ばれます。なぜそう呼ぶのか、ひさちゃんが、家族
や近所の人から聞いた話が載っています。「ユーレイバナ」などちょっと怖い名前で呼ばれ
るひみつも分かります。
『ヒガンバナのひみつ』かこさとし/作

小峰書店

「どうぶつたちは

ことを

タンポポの

479/ｶ

タンポポとは

いいません」というのは、ま

ど・みちおさんの詩「タンポポ」です。イヌは「ワンフォフォ」と呼ぶそうですが、ウシや
ナメクジ、テントウムシたちは、何と呼んでいるのでしょう。他にも、子どもから大人まで
口ずさんで遊べるいろんな詩人の詩が 57 編あります。
『しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩』はせみつこ/編

飯野和好/絵

富山房

911/ｼ より

「タンポポ」まど・みちお/作

インクで字を書く筆記用具は「ペン」ですが、勝手に「フリンドル」と名付けたのは、ア
メリカの小学５年生のニックです。「フリンドル」は、たちまち学校中の子ども達の間で広
まりますが、厳しいベテラン国語教師のグレンジャー先生は、変な造語「フリンドル」を使
用禁止にします。ところが、この対立が「ことばの戦争」として新聞で紹介され、テレビで
も取り上げられ、全米で大流行！ ニックとグレンジャー先生、最後に勝つのは…。
『合言葉はフリンドル！』アンドリュー=クレメンツ/作 田中奈津子/訳 笹森識/絵 講談社 933/ｸ

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「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。
※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２８年９月３０日（金）必着

はつかいち市民図書館

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。

℡（0829）20-0333

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。

４

２５

※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。名前の記入は不要です）

カウンターにお問い合わせください。

◆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～

☆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。

９月の図書館整理日は 21 日
（水）
です！

