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「おはなしおばさん」として全国を飛び回る藤田浩子さんのおはなし会です。わらべうたや小道具を使ったおは
なしを、親子で楽しみましょう。親子のふれあいやおはなし会などの活動に役立つ、大人向けの講座もあります。

き：11 月 3 日（木・祝）

と
と こ

１4 時～１6 時
ろ：廿日市市総合健康福祉センターあいプラザ 多目的ホール
内 容

14：00

第1部

～14：20
14：30

第2部

～14：50
15：00

第3部

～16：00

対 象

わらべうたを中心とした

おおむね 1～2 歳の

子ども向けのおはなし会

子どもと保護者

小道具話を中心とした

おおむね 3 歳以上の

子ども向けのおはなし会

子どもと保護者

大人向けの講座・語り

大人

定 員
30 組
30 組
80 人

申込方法：はつかいち市民図書館へ直接または電話で、参加を希望する部を連絡してください。
※第１部・２部は大人のみの見学も可能です。
（要申込） また、各部とも託児はありません。
電

話：
（0829）20-0333

《中央展示》

今月の展示

『エコな暮らしの情報』
10 月 2 日（日）午前 10 時から午後 3 時まで、ゆ
め桜公園（ゆめタウン廿日市横）で、今年も「はつか
いち環境フェスタ」が開かれます。省エネやエコをテ
ーマにしたブースやマーケットがにぎわいます。そこ
で今回は、エコロジーや省エネルギーに関する資料を
展示しています。

《企画展示》 『優勝おめでとう！

《さくらぴあ展示》

『和楽器に挑戦！』
10 月 1 日（土）から 9 日（日）まで、さく
らぴあで「はつかいち音楽祭」が開かれます。
木乃下真市津軽三味線コンサート」など、様々
なジャンルの音楽ではつかいちを盛り上げま
す。この音楽祭にちなんで、和の音楽に関する
資料を集めて展示しています。

広島東洋カープ！！』

25 年ぶりに 7 回目の優勝を果たした広島東洋カープ。次は 32 年ぶりの日本シリーズ制覇の期待もふく
らみます。カープ優勝にちなんで、今月はカープに関係する資料を展示しています。次は日本一を目指して、
みんなでカープを応援しましょう！

子ども司書全体研修② がありました！
廿日市市内の小学６年生を対象とした平成 28 年度「子ども司書」養成講座の 2 回目の全体研修を行い
ました。
読書好きを増やすためにどうすればいいか、みんなでアイデアを出しあったり、図書館をもっと利用しや
すくするために図書館案内を作ったりしました。

図書館案内を作ろう！

読書好きを増やそう！

アイデアをまとめ
てベスト３を作
り、発表しました。

図書館を利用し
やすくなるため
の案内を考えて、
作りました。

グループごとに、
読書好きを増やす
方法を話し合いま
した。

＊＊＊ 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。
『神経ハイジャック』マット・リヒテル／著 三木俊哉／訳 英治出版 007.3/ﾘ
『藤田浩子の絵本は育児書』藤田浩子／著 アイ企画 生活ジャーナル(発売)

019.5/ﾌ

『戦争まで』加藤陽子／著 朝日出版社 210.7/ｶ
『世界一清潔な空港の清掃人』新津春子／著 朝日新聞出版 289.1/ﾆ
『現代の地政学』佐藤優／著 晶文社 312.9/ｻ
『原爆ドーム』頴原澄子／著

吉川弘文館

319.8/ｴ

『ノンママという生き方』香山リカ／著 幻冬舎 367.2/ｶ
『ステロイドがわかる本』新版

宮坂信之／編著 法研 492.3/ﾐ

『ウルトラ図解くび・肩・背中の痛み』手塚正樹／監修 法研 493.6/ｳ
『簡単に暮らせ』ちゃくま／著 大和書房 590.4/ﾁ
『おうちでつくる絶品広島ごはん』平山友美／著 本分社 596/ﾋ
『これから始める人のための狩猟の教科書』東雲輝之／著 秀和システム 659/ｼ
『強く、潔く。』吉田沙保里／著 KADOKAWA 788.2/ﾖ
『須賀敦子の手紙』須賀敦子／著 つるとはな 910.2/ｽ
『赤い刻印』長岡弘樹／著 双葉社 F/ﾅ

新刊

こ ど も の ほ ん

『寿命図鑑』
やまぐちかおり/絵
461/ｼ（ヤング）

いろは出版/編著

『イチョウの絵本
いろは出版

寿命は生きものによっても、モノによってもそれ
ぞれまったく違ってくる。たとえば、まつ毛は 4 ヶ
月。入れ歯は 5 年。同じ鳥でもスズメは１.5 年だ
けど、フラミンゴは 50 年。ではこの世のすべての
ものの中で一番寿命が短いものと、一番長いものっ
て一体何だろう？
動物、人、建築物、機械、天体など 324 個の寿
命とエピソードを、可愛らしいイラストでつづった
絵本のような図鑑です。

-まるごと発見！校庭の木・野山の木②-』
濱野周泰/編 竹内通雅/絵 農山漁村文化協会 478/ｲ

イチョウは、恐竜がたくさんいた時代にもっとも
栄えた植物で、
「生きた化石」ともよばれる木です。
恐竜とともに絶滅の一歩手前まで追いやられた時、
ヒトと出会い、食料や木材として利用されることで
生き残りました。そして今では街路樹Ｎｏ.１の数を
誇りますが、実は絶滅危惧種に指定されているので
す。
イチョウのメスとオスの木がどのように受粉し、
５ヵ月もの時間をかけて受精まで至るのかを断面
写真でふんだんに紹介しているのも見どころです。

その他の新刊
『ルイ・ブライユと点字をつくった人びと』高橋昌巳/監修 こどもくらぶ/編 岩崎書店 378/ﾙ
『はこぶ 五感のえほん 10』佐々木幹郎/文 いわむらかずお/絵 復刊ドットコム E/ｲ

ストーリーテリングとは、語り手（ストーリー
テラー）が、昔話や創作の物語を語り聞かせるこ
とです。当館では毎年、図書館まつりで大人向け
に開催しています。
今年は６名の語り手が、
「花仙人」
（中国の昔話）
「五つのだんご」
（スリランカの昔話）など、多
彩で楽しいおはなしを語ります。

ストーリーテリングは初めてという方も、
大歓迎です。
ろうそくのあたたかい光と、語り手の声に
つつまれたストーリーテリングの世界へ、あ
なたを誘います。

日時：平成 28 年 11 月 5 日（土）14:00～15:30
場所：さくらぴあ リハーサル室 ※中学生以上の方ならどなたでも
はつかいち市民図書館窓口または、電話・ＦＡＸで事前にお申し込み下さい。
申込の際には、氏名・電話番号をお願いします。
はつかいち市民図書館 電話:0829-20-0333 FAX:0829-32-7158

平成２８年９月１日から、廿日市市内に居住の方
でも山口県熊毛郡田布施町の田布施図書館、上関町
の上関町立図書館でも図書資料を借りられるように
なりました。
利用方法などについては、各図書館にお問い合わ
せ下さい。

日時：10 月 15 日（

土）11:00〜11:30

場所：図書館会議室
対象：幼児から小学生低学年まで
廿日市市内の小学 6 年生の「子ども司書」たちが
絵本を読み聞かせをします。
楽しいお話をたくさん用意しています。ぜひご参加
ください！

◎ちいさいこのためのおはなし会

１０月の図書館カレンダー
日

月

火

水

木

金

土

【対象】乳幼児
【時間】1 回目 1０時３０分～
2 回目 11 時～
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10/15（土）は子ども司書のおはなし会です
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カウンターにお問い合わせください。

子ども司書のおはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【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。

