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新しい年の始まりに
読書記録をつけてみませんか？
読んだ本を記録しておける「１００冊読書手帳」をはつかいち・大野・
さいき図書館の窓口で無料配布しています。
「今年は１００冊本を読むぞ！」と目標を決めて始めるのも良し、
「今年
は何の本を読んだか記録を残しておこう」とつけ始めるのも良し、この機
会にぜひ手に取ってみてください。
また、１００冊分記入し終わった手帳を図書館に持ってくると、記念の
しおりをプレゼントしています。１００冊、２００冊、３００冊以上達成
ごとに絵柄が違うので、やりがいが持てますよ。
※小中学生の読書啓発を目的に作成したものですが、大人の方にもご利用
いただけます。

《さくらぴあ展示》

今月の
展示

広島県無形民俗文化財

『説教源氏節人形芝居 眺楽座』
1 月 28 日（日）、さくらぴあ小ホールで
こくぶんじ

説教源氏節人形芝居 眺楽座の公演「国分寺
やさが

《中央展示》

家探しの段」があります。眺楽座のＤＶＤや
人形芝居に関する資料を展示しています。

《企画展示》

廿日市市教育委員会主催で、廿日市市内の小
学６年生を対象とした、平成 29 年度「子ども
司書」養成講座が行われました。子ども司書た
ちが作ったおすすめの本を紹介する POP と、

手帳やノートをもっと便利に、もっと楽しく
活用して毎日を素敵に過ごしてみませんか？
手帳術やノート術、消しゴムはんこ、イラス

子ども司書になるために読んだ本を集めて展示

トの描き方など参考となる資料を集めて展示し

しています。

ています。

書庫で絵本を
選びました

１２月２４日（日）に図書館で「ぬい
ぐるみのクリスマスおとまり会」を行い
ました。
図書館の書庫で持ち主の子どもたちに

本を選んだ後、ぬいぐるみたちだけのお
はなし会をして、ツリーの傍で一緒に眠
りました。
おはなし会を

お迎えの日はおとまり会の様子を撮っ

しました

た写真のクリスマスカードと、ぬいぐる
みたちが選んだおすすめの本を３冊、持
ち主に貸し出しました。
一緒に眠りました

クリスマスツリーを飾って
準備するミッフィーちゃん

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。
『親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本』鈴木朋子／著 坂元章／監修 技術評論社 007.3/ｽ
『自治会・PTA の書類のつくり方』伊東知代子／著 山田あゆみ／著 技術評論社 021.4/ｲ
『ほどよく距離を置きなさい』湯川久子／著 サンマーク出版 159/ﾕ
『日本史の謎は地政学で解ける』兵頭二十八／著 祥伝社 210.0/ﾋ
『乱流のホワイトハウス』尾形聡彦／著 岩波書店 312.5/ｵ
『武器としての会計思考力』矢部謙介／著 日本実業出版社 336.8/ﾔ
『不都合な真実 』２ アル・ゴア／著 枝廣淳子／訳 実業之日本社 451.8/ｺ
『希望のごはん』クリコ／著 日経 BP 社 日経 BP マーケティング(発売)

498.5/ｸ

『きのう、きょう、あした。』つばた英子／著 つばたしゅういち／著 主婦と生活社 590.4/ﾂ
『捨て猫に拾われた男』梅田悟司／著 日本経済新聞出版社 645.7/ｳ
『被爆電車 75 年の旅』ザメディアジョンプレス ザメディアジョン(発売)

L 686.9/ﾋ

『ときめきチョークアート』佐藤真理／著 日貿出版社 725.4/ｻ
『形容詞を使わない大人の文章表現力』石黒圭／著 日本実業出版社 816.2/ｲ
『歌丸ばなし』桂歌丸／著 ポプラ社 913.7/ｶ
『おもかげ』浅田次郎／著 毎日新聞出版 F/ｱ

新刊

こ ど も の ほ ん

『帽子から電話です』
長田弘/作 長新太/絵 偕成社 913/ｵ
ぼくは電話がきらいだ。でも留守番をしていたあ
る日、仕方なく電話に出たら、それはお父さんのお
気に入りの青いしましま帽子からだった。「きみの
おとうさんは、ぼくをコーヒー屋のテーブルの上に
わすれて、ひとりでかえっちまったんだ。早くとり
にきてくれっていってくれよ。
」 お父さんが言う
には、これはお父さんの考えていることがわかる不
思議な帽子らしい。でも家に帰って来た帽子は、ぼ
くがいくら話しかけても、なにも話しやしない。ま
ったく礼儀知らずな帽子だぜ。
そして数日後、お父さんはまた帽子をどこかに忘
れてきてしまった。すると「もしもし」…。
1974 年刊行の絵本の新装版。

ミニブックトーク

『わたしたちのたねまき-たねをめぐる
いのちたちのおはなし-』
キャスリン・O.ガルブレイス/作 ウェンディ・アンダ
スン・ハルパリン/絵 梨木香歩/訳 のら書店 E/ﾊ
親子が、庭にカボチャやニンジンなどのたねをま
いています。たねは、人がまこうと思わなくても、
いろんなものに運ばれます。フゥーゥゥゥー、ビュ
ーゥゥゥ！ 大風が、しょくぶつのたねを、ほうる
ように、ばらまいていきます。パチン！ 太陽の光
がエニシダのさやをあたため、かわかすと、さやか
らポップコーンみたいにたねが飛びます。靴につい
た泥に混じってもたねは運ばれ、芽を出します。
くりかえしくりかえし、たねをまくことで命がつ
ながり、地球という大きな庭がつくられる。その様
子を迫力ある構図で描いた、美しい絵本です。

世界で一番…

ピョンチャン

今年は 2 月９日から、平 昌 オリンピックが開催されます。
はじめに紹介するのは、世界で一番を目指して日々努力を続けるアスリートの物語です。
2016 年 8 月のリオデジャネイロオリンピック陸上競技男子 400m リレーで日本が獲得した
銀メダルは、世界の人々を驚かせました。一人一人のタイムでは劣るはずの日本チームが銀メ
ダルをとれたのはなぜなのでしょう。学生時代からライバル同士だった山縣・飯塚・桐生・ケ
ンブリッジの 4 人の選手が何を考え、どんな気持ちでオリンピック当日を迎えたのか…。日本
チームの信頼感とチームワークの秘密にせまります。
『チームでつかんだ栄光のメダル[１] 陸上男子 400ｍリレー 山縣・飯塚・桐生・ケンブリッジ』 本郷陽
二/編 汐文社 780/ﾁ
一番になったとしても、うまくいかないことだってあります。
気品のあるエトワールは美しさを競うコンテストで一等賞に選ばれた猫でした。ところがあ
る日ひふの病気にかかり、飼い主に捨てられてしまいます。家も自分の魅力も失い途方に暮れ
ていたところ、バイオリン工房のおじいさんに拾われ、ねずみを捕まえる仕事を任されること
になります。初めての仕事に最初はとまどいますが、何度も失敗しながら挑戦を続けたエトワ
ールは、ねずみとりの腕を少しずつ上げていきます。のら猫のタビーや優しいおじいさんとの
関わりの中から、自分が自分らしくあることの大切さ、一番になることの意味を見いだしてい
きます。
『世界で一番のねこ』 藤野恵美/文 相野谷由起/絵 アリス館 913/ﾌ
世界で一番貧しい大統領といわれているのは第 40 代ウルグアイ大統領のホセ・ムヒカさん
です。2012 年にブラジルで行なわれた国連環境開発会議（地球サミット）でのスピーチが世
界中から注目され、給料のほとんどを寄付する質素な暮らしぶりが話題になりました。「わた
しは、自分を貧しいとは思っていない。いまあるもので満足しているだけなんだ」。大統領を
退任した直後のムヒカさんがこれまでの人生をふりかえり、自分のこと、国のこと、地球のこ
と、生きていく上で大切なことについて語りかけます。
『世界でいちばん貧しい大統領からきみへ』[ホセ・ムヒカ/著] くさばよしみ/編 田口実千代/絵 汐文
社 289/ﾑ

新しい 大活字本 が
入りました！
大活字本は、目の病気や高齢などで本の活字が見
えにくくなった方の「読みたい」「知りたい」に応
11 月 1 日（水）～12 月 3 日（日）の期間、「と
しょかんスタンプカード」を発行し、本を１冊借りる
毎にスタンプを１個押印して、20 個集めると雑誌の
付録等を抽選でプレゼントする企画を行いました。

配布数

2000 枚

応募数

663 枚

えるために発行された本です。
通常の本よりも活字が大きく印刷されているもの
や、より見えやすいように黒字に白文字で印刷され
ているものもあります。
はつかいち市民図書館で新しく購入した大活字本
を一部紹介します。

当選数

・「ぬるい生活」群ようこ 914.6/ﾑ

・女性向け 100 個（応募数 251）

・「雲を斬る」上 下 池永陽 F/ｲ

・男性向け

59 個（応募数 84）

・「おはぐろとんぼ」上 下 宇江佐真理

・女の子向け

85 個（応募数 186）

・「海と月の迷路」１～４ 大沢在昌

・男の子向け

41 個（応募数 142）

・「残り火」上 下 小杉健治 F/ｺ
・「身の上話」上 中 下 佐藤正午

計 285 個（応募数 663）

・「ポニーテール」上 下 重松清
期間中、たくさん本を借りてくださってありがとう

F/ｳ

F/ｵ

F/ｻ
F/ｼ

・「四十八人目の忠臣」上 中 下 諸田玲子 F/ﾓ

ございました！

１月の図書館カレンダー
日
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水
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３０

３１

◎ちいさいこのためのおはなし会

木

金

土

４
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５
◎

６

１１

１２

１３
☆

１８

２５
休館

１９

２０

◎

◆

２６

２７
☆

【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。

