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はつかいち市民図書館でぬいぐるみのおとまり会を行います。
おとまり会の様子をカードにしてプレゼント！
もしかしたら、ぬいぐるみたちが持ち主のみんなにおすすめの本を選んでくれる
かも…？

申込期間：8 月 1 日（火）〜18 日（金）
申込方法：来館または電話で（定員になり次第、締め切ります）
※申し込み後 8 月 18 日（金）までにぬいぐるみを図書館までお持ちください。

電話番号：
（0829）20-0333
お迎え日：8 月 20 日（日）〜
※お迎えの日にぬいぐるみが選んでくれた本を 3 冊貸し出します。
8 冊お借りになっている場合、3 冊分のワクを空けるようご協力ください。

《さくらぴあ展示》

今月の展示
《中央展示》

『戦争ってなんだろう？』
平和のために私たちができること
—小・中学生に今読んでほしい

『上方落語』
8 月 20 日（日）にさくらぴあ大ホールで、
「上

方落語

はつかいち寄席」が行われます。上方

落語や、演じる落語家のＣＤ、初心者でも落語
を愉しめる資料を集めています。

《企画展示》

戦争と平和の本—

『緑と水の癒しの空間』
暑い夏を涼しく過ごすために、家の中にア
クアリウムやテラリウムを作ってみません
か？

見て涼しくなる緑と水の資料を集めて

展示しています。

廿日市市教育委員会主催で、市内の小学６年生を対象とした、
平成２9 年度「子ども司書」養成講座を実施しています。
はつかいち市民図書館では、7 月 24 日（月）～26 日（水）
、
28（金）
、30 日（日）に 13 人の子ども司書たちの実地研修
を行いました。
実地研修では、図書館のカウ
ンターで返却や貸出を行っ
たり、

資料の返却をしています

絵本の読み聞かせの仕方を
学んだり、おすすめの本を紹
介するＰＯＰを作ったり、た
くさんのことを体験しました。

絵本を選んでいます

今回実地研修を参加した子どもたちは、９月に全体研修を行っ
た後、自分たちの学校や地域の図書館でそれぞれ活動していく予
定です。
ＰＯＰを作っています

＊＊＊ 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。
『電卓四兄弟』樫尾幸雄／著 佐々木達也／聞き手 中央公論新社 007.3/ｶ
『失敗できない社会人のためのあがり･緊張コントロールメソッド 36』松本幸夫／著 青月社 141.6/ﾏ
『縄文とケルト』松木武彦／著 筑摩書房 S 233.0/ﾏ
『トランプ後の世界秩序』川上高司／編著 石澤靖治／編著 東洋経済新報社 319.0/ﾄ
『PC 遠隔操作事件』神保哲生／著 光文社 368.6/ｼ
『星のきほん』駒井仁南子／著 誠文堂新光社 443/ｺ
『ウルトラ図解乳がん』齊藤光江／監修 法研 495.4/ｳ
『人生にお金はいくら必要か』山崎元／著 岩城みずほ／著 東洋経済新報社 591/ﾔ
『ヨーグルト酵母でパンを焼く。』堀田誠／著 文化学園文化出版局 596.6/ﾎ
『知っておいしいチーズ事典』本間るみ子／監修 実業之日本社 648.1/ｼ
『おもしろいほどよくわかる羽生善治の将棋入門』羽生善治／監修 主婦の友社 796/ｵ
『大人の語彙力が面白いほど身につく本』話題の達人倶楽部／編 青春出版社 S 810.4/ｵ
『コードネーム・ヴェリティ』エリザベス・ウェイン／著 吉澤康子／訳 東京創元社 B 933/ｳ
『パーマネント神喜劇』万城目学／著 新潮社 F/ﾏ

戦争ってなんだろう？
平和のために 私たちができること
－小・中学生に今読んでほしい 戦争と平和の本－
戦争や平和の本を読んだことがありますか？

８月の中央展示では、戦争や平和につい

て知ることができる本を、７つのテーマで紹介しています。

せんそうってなんだろう？

わたしたちの声が
聞こえますか？

子どもたちの体験

「たたかう」ってどういうこ

戦争で傷ついた動物や木、建物

みんなと同じ子どもたちが見

と？ なぜ、人はたたかうの？

なども私たち人間に語りかけ

たこと、感じたこと。戦場で戦

どうして平和にならないの？

ている。そんな声なき声に耳を

った兵士の体験などを共に感

知ることからはじめる本

かたむける本

じる本

ひとりの声から、行動から、
何かが変わる
知る→伝える→知る→伝える。
あなたも読んで、知って、伝え
る人になるための本

８月２３日（水）
まで展示中！
テーマごとに、本のリストを
▲ ８月の中央展示の様子。 あなたなら、どのテーマから読みますか？

用意しています。

絵や音楽がある♪

前を向いて、生きるんだ！

未来は勇気と希望から
生まれる

苦しく、困難な時でも、絵をか

走って、逃げて、隠れて…。住

勇気と希望を持っていたから、

いたり、歌ったり、なにかを作

む場所がなくなっても、家族と

今がある。だからこそ今、読も

ったりすることから、力や希望

離ればなれになっても、生きて

う！

が生まれる本

いく。力強さにあふれた本

きる本

未来を信じることがで

参考資料
『明日の平和をさがす本 戦争と平和を考える絵本から YA まで 300』 宇野和美・さくまゆみこ・土居安子・西山利佳・野上暁/編著 岩崎書店
『きみには関係ないことか '03～'10 戦争と平和を考えるブックリスト』 京都家庭文庫地域文庫連絡会/編 かもがわ出版 （ '97～'03 版もあり）
『今、この本を子どもの手に』 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館
『子どもの心を育てる良書目録 ほんはともだち』 広島市こども図書館 （隔年発行）
雑誌『子どもと読書』 親子読書地域文庫全国連絡会 （隔月発行）

昔話や創作のちょっとこわ～いお話を語って聞かせる
ストーリーテリングのおはなし会

8 月 20 日（日） 16 時～17 時
ところ：さくらぴあ リハーサル室

と き：

対 象：小学生から
定 員：先着

30 名

（保護者同伴可、大人のみの参加も可。）
申 込：はつかいち市民図書館へ
直接または電話で
電 話：（0829）20-0333
備 考：駐車場には限りがあります。公共交通機関でお越しください

◎ちいさいこのためのおはなし会

８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～
※整理券をお渡ししています。
相談カウンターにお申し付けください。

☆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。

ハラハラ・ドキドキ！背すじもこおる？！

おはなし たまてばこ
【時間】１６時～１７時
※場所はさくらぴあ リハーサル室です。

