NO．2３４ 2017 年１１月号
（2017 年１１月 1 日発行)

はつかいち市民図書館
電話（0829）20-0333
廿日市市下平良 1-11-1

ホームページ http://www.hiroshima-hatsukaichi-lib.jp/

今月の展示
《さくらぴあ展示》
《中央展示》

『今なぜ地域共生社会づくりなのか』
お年寄りや障がいを持つ人の暮らし、
災害へ備え、

『懐かしの日本映画』
11 月 21 日（火）
・22 日（水）さくらぴあ
大ホールで「懐かしの映画上映会『日本映画の
巨匠 木下恵介監督特集』
」が行われます。

移動手段……。行政だけ、家族だけでは解決しづら

この上映会にちなんで、木下恵介監督、女優

いことが、福祉の課題として認識されるようになっ

高峰秀子さん、日本の映画に関する資料を集め

ています。

ています。

《企画展示》

住み慣れた地域で自分らしく生き生きと暮らして
いくために、私たちは何ができるでしょうか。
地域の福祉を自分のこととして考えたり、困りご

『時間旅行はいかが？』
知らないところへ行ってみませんか？

とを解決するきっかけとなるような資料を集めまし

物語の中では過去も未来も思いのままです。

た。今なぜ「地域共生社会」づくりなのか……

タイムトラベルをテーマにした資料を集めて

一緒に考えてみませんか。

います。

保存期限の過ぎた平成２7 年分の週刊誌、平成２6
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、10 月 7 日（土）さくらぴあリハー
サル室で行いました。
当日は雨にもかかわらず、開場前からたくさんの方
がお越しくださり、1500 冊以上の雑誌と図書をお持
ち帰りになりました。
ご来場ありがとうございました。

会場の様子

はつかいち・大野・さいき図書館で受け入れた文庫版の時代小説を紹介する「時代小説瓦版」を
月１回発行します。
第 1 号では、完結した時代小説のタイトルや世界観を引き継いだ新シリーズの紹介をしています。
各図書館で配布していますので、時代小説文庫を楽しみにしている方は是非チェックしてみてく
ださいね。

新しく入った本（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。
『図解これだけは知っておきたい AI<人工知能>ビジネス入門』三津村直貴／著 成美堂出版 007.1/ﾐ
『悠々として、人生を降りる』川北義則／著 PHP 研究所 159.7/ｶ
『イギリス現代史』長谷川貴彦／著 岩波書店 S 233.0/ﾊ
『吉本せい』青山誠／著 KADOKAWA B 289.1/ﾖ
『知識ゼロからのモチベーションアップ法』太田肇／著 幻冬舎 336.4/ｵ
『社会保険の手続きをするならこの 1 冊』第 8 版 兼子憲一／著 山下順子／著 自由国民社 364.3/ｶ
『会社の中の発達障害』星野仁彦／著 集英社 498.8/ﾎ
『建設中。』勝田尚哉／写真・文 グラフィック社 510.9/ｶ
『プチプラ 10 分 DIY』松本恵理／監修 枻出版社 592.7/ﾌ
『DIY でピザ窯を作る本』学研プラス L 596.9/ﾃ
『育苗からわかる野菜づくり』野口貴／共著 沼尻勝人／共著 海保富士男／共著 誠文堂新光社 689.2/ﾋ
『山川静夫の文楽思い出ばなし』山川静夫／著 岩波書店 777.1/ﾔ
『黒田博樹 人を導く言葉』森拓磨／著 ヨシモトブックス ワニブックス(発売) 783.7/ｸ
『ファインダーズ・キーパーズ』上 下 スティーヴン・キング／著 白石朗／訳 文藝春秋 933/ｷ
『アナログ』ビートたけし／著 新潮社 F/ﾋ

新刊

こ ど も の ほ ん

『子どもニュースいまむかしみらい
-朝日小学生新聞でふりかえる-』
朝日小学生新聞/編著

朝日学生新聞社

210/ｺ

この 50 年の主なニュースを当時の話題とともに
5 つの切り口から新聞記事で振り返ります。
例えば「科学、技術の進歩」では黒電話からスマ
ホへの移り変わりを、
「学び・くらし・あそび」では
エリマキトカゲや人面魚などの話題になった生き物
について取り上げています。「日本と世界のすがた」
では、当時の子ども記者が元首相やノーベル賞受賞
者にインタビューした記事が掲載されており、子ど
もならではの鋭い質問にハッとさせられます。
“今”や“過去”を知ることは“未来”を考える
手がかりとなります。この機会に一度立ち止まって
50 年を振り返り、未来について考えてみませんか？

ミニブックトーク

『発明家になった女の子マッティ』
エミリー・アーノルド・マッカリー/作
光村教育図書 E/ﾏ

宮坂宏美/訳

マッティは、発明が大好きな女の子。亡くなった
お父さんがのこしてくれた工具を使って、家族のた
めに遊び道具や便利な道具を作っていました。
18 歳になり紙袋の工場で働き始めたマッティは、
底が平らで立たせることのできる紙袋を作る機械を
発明しようと決心します。その頃のアメリカには、
封筒型の紙袋しかなく、買い物がとても不便だった
からです。そしてマッティはくる日もくる日も研究
を続け、ついに試作機を完成させます。
19 世紀末、女性には活躍の場が与えられていな
かった時代に、プロの発明家として多くの特許を取
得したマーガレット・Ｅ・ナイトのおはなしです。

最高の贈り物って何でしょう？

人にプレゼントする時にはどんな物がいいか、喜んでくれるかとあれこれ悩むものです。
望みの物は何でも手に入るという「ねこじゃら商店」にある日、男が「世界一のプレゼント」を買
いに来ました。この店では、今持っている全てのお金と引き換えに１つだけ品物が買えるのです。ネ
しらぎくまる

コの店主「白菊 丸」は、とっておきの商品を出してくれました。男は右のポケットからお金を出して
品物を手に入れますが、店を出て左のポケットに手を入れると何かが入っていて…。
この本にはお店に来たお客たちのエピソードが全部で５つ入っています。
『ねこじゃら商店世界一のプレゼント』富安陽子/作 平澤朋子/絵 ポプラ社 913/ﾄ より

「世界一のプ

レゼントを買いにきた男の話」
おばあちゃんにあげるお土産を考えているのは、ナイジェリアの男の子、エメカです。市場で、マ
ンゴーの落ち葉をきれいに掃除できそうなほうきや、涼しげな帽子などを見ますが、お金のないエメ
カは何も買えませんでした。それでも、おばあちゃんは喜びます。おばあちゃんにとって「一番のお
土産」は？ ナイジェリアの村の日用品がたくさん出てくる写真絵本です。
『おばあちゃんにおみやげを

アフリカの数のお話』イフェオマ・オニェフル/作・写真 さくまゆみこ/訳 偕

成社 389/ｵ
「人が人におくる最高の贈り物の１つ」に、今から約 200 年前に発明され、世界中の人々が使っ
ている「点字」があります。点字は、小さくもりあがった点を使って、目の不自由な人が、書いたり
読んだりできるようにした方法ですが、発明したのは目の見えないフランス人、ルイ・ブライユで、
彼が 15 歳の時でした。目の不自由な人も世界の知識を自分のものにし、それを増やしていける方法
が必ずあると信じて休まず努力したブライユの一生を、写真や絵画などの資料を豊富に盛り込んで伝
えています。
『伝記 世界を変えた人々８ ブライユ』ビバリー・バーチ/著 乾侑美子/訳 偕成社 280/ﾃ

・トートバッグ

・ポーチ

・「かいけつゾロリ」のフィギュア

・フェイシャルマスク ・化粧品お試しセット
・シリコンスチーマー ・福箸
・ステーショナリーセット（ボールペン、メモ、
シール）
他

・「かいけつゾロリ」のサイコロゲーム
・「科学漫画サバイバル」シリーズの
トリックペン、ラバーストラップ

他

※１点限りのものが多いためご希望のものが当たらない
場合もございます。ご了承ください。

・ショルダーバッグ
・ワインキーパー
・俳句手帳

・トートバッグ
・LED ライト
・タオル 他

【お詫び】
10 月 17 日（火）～20 日（金）、イン
ターネットで利用者のページにログイン
できない、資料の予約・延長等ができな
い状態となっていました。

・メイクセット（リップクリーム＆チーク・鏡）
・「ハローキティ」のトートバッグ
・文房具セット（ポーチ・ペン・ふせん）
・「なんでも魔女商会」のキラキラシール 他
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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～

◆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。

