NO．2５３ 201９年６月号
（201９年６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/

システム更新を行うことで、検索システムやホームページ等が新しくなります。
そのため、休館中はホームページにもアクセスできなくなります。
利用者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を
いただきますよう、お願いいたします。
システム更新後は、７月１日（月）から開館いたします。
（※大野・さいき図書館は月曜休館のため、７月２日（火）から開館いたします）

＊ 今月の展示 ＊

《中央展示》

《企画展示》

『宮島の歴史的な町並みの魅力』

『６月は食育月間』

一見すると、変化しているような宮島の町

毎年６月は「食育月間」で、毎月 19 日は

並み。今年度、廿日市市で始まる「伝統的建

「食育の日」です。食は生きる力。心豊かな

造物群保存地区制度」の取り組みに寄せて、

食生活のために、食に関心を持ちましょう！

宮島の歴史や町並みに関連する本を展示し
ています。

食や食育に関する資料を集めて展示して
います。

みなさん、こんにちは！
はつかいち市民図書館広報担当の はつかいちさくら です。
今回は、図書館で借りた本の返し方についてお話したいと思います！
意外と知られていないこともあるかも…！？ ぜひチェックしてみてくださいね！

廿日市市内の図書館で借りた資料は、はつ
かいち市民図書館・大野図書館・さいき図書
館・移動図書館車たんぽぽ・大野西市民セン
ター図書室なら、どこでも返せます。

Q 廿日市市内で借りた資料を広島市などの他市
の図書館で返却できますか？
また、逆に他市の図書館で借りた資料を廿日市
市内の図書館で返却することはできますか？
A 廿日市市内の図書館で借りた資料を他市の図書館

図書館が開館しているときは、カウンター

で返却することも、他市の図書館で借りた資料を
廿日市市内の図書館で返却することもできません。

へお返しください。
閉館しているときは返却ポストへお返しく
ださい。※ただし、DVD・ビデオ・CD・カ
セットは破損しやすいので、開館時間内に直
接カウンターへお返しください。

Q 返却したはずなのに、「本が返却されていな
い」と言われて、家を探しましたが見つかり
ません。
A 一度図書館へご相談ください。書棚に戻っていな
いかどうか再度確認いたします。

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。
『二度読んだ本を三度読む』柳広司／著 岩波書店 S019.9/ﾔ
『考えたら負け』堀江貴文／著 宝島社 S159/ﾎ
『広島の経済』松原淳一／著 南々社 332.1/ﾏ
『紙 1 枚!独学法』浅田すぐる／著 SB クリエイティブ 379.7/ｱ
『がん免疫療法とは何か』本庶佑／著 岩波書店 S494.5/ﾎ
『こだわりパターンで作る毎日着られる大人服』坂内鏡子／著 ブティック社 L593.3/ｻ
『ドナルド・キーンのオペラへようこそ!』ドナルド・キーン／著 文藝春秋 766.1/ｷ
『万葉集』角川書店／編 角川学芸出版 B911.1/ﾏ
『ゆうゆうヨシ子さん』嵐山光三郎／著 中央公論新社 914.6/ｱ
『イタリアン・シューズ』ヘニング・マンケル／著 柳沢由実子／訳
東京創元社 949.8/ﾏ

『ていん島の記』仁木英之／著 講談社 F/ﾆ
『淀川八景』藤野恵美／著 文藝春秋 F/ﾌ

こ ど も の ほ ん
『右手にミミズク』
蓼内明子/作
913/ﾀ

nakaban/絵

フレーベル館

小学校６年生のタケルは、いまだに左右の区
み のり

別がつかない。そこで転校生の実里は、タケル
の右手をグイッと引きよせ、油性ペンでミミズ
クを描き「ミミズクのミは右手のミ」とつぶや
く。これがきっかけで、タケルは実里と打ち解
けていく。
秋の運動会が近づき、２人はクラスの応援旗
を作る旗係を任された。デザインを考え、一緒
に作業するうちにタケルは、実里が家族のこと
で悩んでいると知る。そしてあのミミズクが、
タケルや実里、周囲の人びとを大きく動かす元
になる。

ミニブックトーク

６月６日は

つぎは、かこさとしの世界展へ行こう！！
6/15 からひろしま美術館で「かこさとしの世界展」（8/4 ま
で）が開催されます。『からすのパンやさん』や「だるまちゃん」シ
リーズの絵本でおなじみのかこさんは、工学博士という顔も持
っていて、『かわ』や『地球』、『富士山大ばくはつ（かこさとし大
自然のふしぎえほん）』などの科学絵本もたくさん制作してい
ます。司書Ｇは昨夏に川崎市で「かこさとしのひみつ展」を鑑
賞しましたが、『かわ』の原画は、だんだんと水が高い山から平
野へ、街へと流れ下っていく様子が緻密に描かれていると同
時に壮大でもあり、とても見応えがありました！
原画展と併せてご自宅でも、絵本でかこさんの世界をお楽
しみください。（児童新刊コーナー横に展示中）

の日！

6 月 6 日は、鳴き声の「ケロ（6）ケロ（6）
」から、かえるの日です。かえるが登場する本はたくさんありま
すが、今回は「○○○な、かえる」の本やおはなしをご紹介します。

にんじゃの、かえる
「せっしゃは にんじゃ あまがえるで ござる。きょうは われわれ あまがえるの すごい じゅつを たくさ
ん みせるで ござる。」
あまがえるの体のしくみや暮らしぶりを、色変わりの術やくっつきの術などの忍者の術に見立てて紹介する
写真絵本。あなたはどんな術が見てみたい？
『にんじゃあまがえる』松井孝爾/監修 榎本功/写真撮影 ひさかたチャイルド 487/ﾆ

ひとりきりになりたい、かえる
がまくんとかえるくんは、仲の良いともだちです。ある日、がまくんがかえるくんの家に行くと、ドアにこ
んな書きつけが。
「しんあいなる がまくん ぼくは いません。でかけています。ひとりきりになりたいのです。」
かえるくんを元気づけるために行動するがまくん。一方、かえるくんがひとりきりになりたかった理由は…。
最後のふたりの姿からは、
「ともだちっていいな」と感じるおはなしです。
（
「ひとりきり」
）
収録：
『ふたりはきょうも』アーノルド・ローベル/作 三木卓/訳 文化出版局 E/ﾛ
紹介した「ひとりきり」を含む、５つの短い話が入っている本です。他にも、がまくんとかえるくんシリーズ
には『ふたりはともだち』
『ふたりはいっしょ』
『ふたりはいつも』があります。

王女と約束をした、かえる
お気に入りの金のまりを、深い泉に落としてしまった小さな王女。王女が泣いていると、泉の中から１ぴき
の年老いたかえるが話しかけてきました。かえるは「わたしをあなたの遊び友だちにしてくれると約束するな
ら、あなたのまりをとってきましょう。
」と言います。王女は約束しますが、心の中では「かえるが人間の遊
び友だちになんて、なれっこないのに。
」と、ばかにし、まりを受け取るとさっさと帰ってしまいます。する
と翌晩、
「ピタッ、ペタッ、ピタッ、ペタッ」と何かが宮殿の階段をのぼってくる音がして、王女がドアを開
けるとなんとそこにはかえるがいました！ （
「かえるの王子」
）
収録：
『グリムのむかしばなし１』グリム/[著] ワンダ・ガアグ/編・絵 松岡享子/訳 のら書店 943/ｸ
「かえるの王子」など７話のグリム童話が、絵本作家ワンダ・ガアグによる再話と挿絵で楽しめる本です。

梅雨の季節は資料がぬれて返ってくることが多くなります。
図書館の本は表紙に透明なビニールのブックカバーを掛けていますが、表紙以外の部分やブック
カバーを掛けていない雑誌は、濡れてしまうとページがくっついてしまったり、波打って読みづら
くなってしまいます。
あまりにも水ぬれがひどく、読むことが難しい状態になってしまった場合、弁償をお願いするこ
ともあります。
図書館に来られる際はビニールの袋をご持参いただくか、本を借りた際にカウンターで申し出て
いただけば、本を入れるビニールの袋を差し上げます。ご協力よろしくお願いいたします。
また、これから暑くなってくると、飲み物を常備する方も多くなります。
「カバンの中に水筒と図書館の本を一緒に入れていたら、飲み物がこぼれ
ていて本がぬれて（汚れて）しまった」ということもよくあります。
こちらもご注意いただきますよう、お願いいたします。

６月の図書館カレンダー
◎ちいさいこのためのおはなし会
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6 月 8 日（土）はパパがよむおはなし会です！
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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～
６月８日（土）は

パパがよむおはなし会

です。

※場所は図書館会議室です。

