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～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
ストーリーテリングの世界を味わってみませんか？～

日時：平成 30 年 11 月 13 日（火）
14:00 ～ 15:30
場所： さくらぴあ リハーサル室

先着
４０名!!

はつかいち市民図書館窓口または電話・ファックスで事前にお申し込み下さい。

お申し込みの際には氏名・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

＊ 今月の展示 ＊
《中央展示①》

《企画展示》

『大切な人と話そう、臓器移植のこと』

『 日本とフランスの文化交流コンサート』

１０月は臓器移植普及月間で、
「グリーンリボンキ
ャンペーンが繰り広げられます。グリーンリボンは、
世界的な移植医療のシンボルです。
この展示を機に、大切な人と話し合って意思表示
のきっかけにしてみませんか？ 臓器移植や体のこ
とを扱った資料を展示しています。
（協力：公益財団法人 ひろしまドナーバンク）

平成 21（2009）年に廿日市市とモン・サン＝ミッシ
ェル市は観光友好都市提携を行いました。今年は市制 30
周年を記念し、さらに文化・芸術交流を図るため、10 月
21 日（日）にさくらぴあでコンサートを開催します。
このコンサートにちなんで、フランスの文化などに関す
る本を展示しています。

《中央展示②》
『カープ３連覇おめでとう！』
球団史上初の３連覇を果たした広島東洋カープ。CS 突破＆日本一を目指してがんばれ！ カープのさらな
る活躍を祈念して、カープに関する資料を展示しています。

特集

図書館利用アンケ－ト結果報告

新刊

平成 30 年７月から８月にかけて、小学生以上の来館者を対象に利用アンケ－トを実施しました。
詳しい内容と集計結果は１０月１日から図書館ホームページ及び館内に掲示しています。
この特集では、はつかいち市民図書館のみの概要をお伝えします。
【年齢層】

【住まい】

【来館曜日】

【利用目的】
(３つまで複数回答)

【要望するサービス】（複数回答）
要望するサービス（複数回答）
資料の充実
貸出冊数上限の増加
調べ物の相談やアドバイスの充実
テーマ展示や本の紹介などの充実
お話会などの児童向け行事の充実
大人向け行事の充実
その他
特に要望することはない
無回答
計

件数
364
103
98
194
43
132
40
204
106
1284

【集計を終えて】
割合
28%
8%
8%
15%
3%
10%
3%
16%
8%
100%

アンケートは約６年ぶりの実施でした。
利用者のみなさんの様子やご要望がどう
変化したかなどを知ることができまし
た。頂いたご意見を図書館運営に反映さ
せ、資料やサ－ビス等の充実と利便性の
向上を図っていきたいと考えています。
ご協力くださり、ありがとうございまし
た。
※今月の「さくらの小部屋」はお休みします。

こ ど も の ほ ん
『きのうをみつけたい！』

『王さまとよごれた足』
サリー・ポム・クレイトン/文 ライアノン・サンダー
ソン/絵 青山南/訳 光村教育図書 E/ｻ

体を洗うことが大嫌いな王さまは、がまんできない
ほど体がくさくなったので、１年ぶりに川で体を洗う
ことにしました。ところが、せっけんでごしごし洗っ
たのに、川から出て地面に足をのせると、足がよごれ
ています。そこでかんかんに怒った王さまは、召使い
のガブーに「国が土でよごれている。３日やるから国
じゅうのよごれをとれ。
」と命じました。
さて、ガブーはたった３日で国じゅうの土をきれい
にできるのでしょうか？ インドの民話をもとにした
おはなしです。

平成３０年度

アリソン・ジェイ/作・絵

蜂飼耳/訳

徳間書店

子どもと本の講座

赤ちゃんや小さい子と絵本を楽しむコツを学びました

９月３日

「３歳までの発達と絵本の読み聞かせ」
講師に日本赤十字広島看護大学准教授の丸山愛子さんをお迎えし、
３歳までの発達と絵本の読み聞かせの効用について、長年研究されて
いる心理学の観点をふまえてお話しいただきました。
子どもの心身の発達に即したテーマや特徴を持つ作品を、時折ご自
身のエピソードを交えつつ、具体的な場面を挙げながらたっぷりと紹
介されました。

受講者からは「発達と絵本の関わり方が聞けて良かった」
「読み手がその絵本の意味を分かって、愛情
を持って読んであげることが大事だと思う」等の感想が寄せられました。

９月 18 日

E/ｼ

きのうは、たのしかったな！ ああ、もういちど
きのうに もどりたい！ でも、どうやって？ タ
イムマシンをつくろうか？
こまった男の子がおじいちゃんに相談するとおじ
いちゃんは、これまでの楽しかった日の思い出を語
り始めます。たくさんの鳥が夕やけの空をとんでい
くのを見た日、おばあちゃんと、はじめておどった
日。そして最後におじいちゃんが話した内容は、希
望に満ちたものでした。

「ブックスタート～赤ちゃんと絵本をひらいたら～」
2 回目は、講師に「NPO ブックスタート」職員の大津智美さんをお迎えしました。
廿日市市では、4 か月児健診の際に絵本を手渡すブックスタートを実施しています。

講座では、絵本を渡すだけではなく、その場で読み聞かせを行う意味や、健診と一緒
に実施することで子育て支援にもつながること等を丁寧に教えていただきました。
また、２人１組でお互いの話を聞き、その内容を相手に伝えるという
ワークショップでは、
「難しかった」という感想が上がり、赤ちゃんと保
護者にじっくり向き合う姿勢を再認識しました。
受講者からは「ブックスタートが持つ重要性がよく分かった」との声
が寄せられ、健診での活動の様子を実際に見学した後、ボランティア登
録をされた方もいらっしゃいました。

はつかいち市民図書館ではブックスタートボランティアを募集しています。
興味のある方はぜひ見学にお越しください！詳しくは（0829）20-0333 まで

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。
『一緒にいると楽しい人、疲れる人』有川真由美／著 PHP 研究所 159/ｱ
『信長はなぜ葬られたのか』安部龍太郎／著 幻冬舎 S210.4/ｱ
『パール・ハーバー』上下 クレイグ・ネルソン／著 平賀秀明／訳 白水社 253.0/ﾈ
『脱北者たち』申美花／著 駒草出版 282.1/ｼ
『鳥瞰図!』本渡章／著 140B 336.4/ｱ
『身近な人を介護施設にあずけるお金がわかる本』第 2 版 高室成幸／監修 自由国民社 369.2/ﾐ
『わかる!楽しむ!火星大接近&はやぶさ 2』月刊天文ガイド編集部／編 誠文堂新光社 445.3/ﾜ
『詳しくわかる脳梗塞の治療と安心生活』高木誠／監修 四津良平／監修 主婦と生活社 493.7/ｸ
『97 歳梅干し名人 人生のいい塩梅』藤巻あつこ／著 PHP 研究所 596.3/ﾌ
『なりたい母ちゃんにゃなれないが』須藤暁子／著 集英社 599.0/ｽ
『俺、つしま』おぷうのきょうだい／著 小学館 645.7/ｵ
『猫たちとニューヨーク散歩』久下貴史／画 ジャパン・アーチスト株式会社／文 新評論 723.1/ｸ
『ありのままに』西城秀樹／著 廣済堂出版 767.8/ｻ
『「観る将」もわかる将棋用語ガイド』青野照市／著 創元社 796/ｱ
『ことばの雑記控』倉持保男／著 三省堂 810.4/ｸ
『司馬さん、みつけました。』山野博史／著 和泉書院 910.2/ｼ
『疑惑の銃声』イザベル・B.マイヤーズ／著 木村浩美／訳 論創社 933/ﾏ
『国宝』上下 吉田修一／著 朝日新聞出版 F/ﾖ
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◎ちいさいこのためのおはなし会
【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～

