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＊ 今月の展示 ＊
《中央展示》

『上田宗箇 広島入国四〇〇年』
茶道上田宗箇流は、桃山時代を代表する武将茶人の１人、 上田宗箇を流祖とし、広島藩国
老上田家代々により、広島の地に伝統を承け継いできた流派です。宗箇は 1619 年に、浅野
長晟に従い広島に入国、安芸国西部（現大竹市、廿日市市）を中心に領地が定まりました。
今年は上田宗箇の広島入国 400 年にあたります。
それを記念し、上田宗箇、上田宗箇流茶道やゆかりの人物、日本庭園に関連した資料を展
示しています。

《企画展示》

『知ろう！認知症！』
認知症の分類や特徴が分かる本、家族にできること、周囲の人ができ
ること、地域の取り組みなどを紹介した資料を展示しています。

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。
『ここが知りたい!デジタル遺品』古田雄介／著 技術評論社 007.6/ﾌ
『人生は「2 周目」からがおもしろい』齋藤孝／著 青春出版社 S159.7/ｻ
『
『この世界の片隅』を生きる』堀和恵／著 郁朋社 281.7/ﾎ
『上司が萎縮しないパワハラ対策』加藤貴之／著 日本法令 336.4/ｶ
『図解身近にあふれる「気象・天気」が 3 時間でわかる本』金子大輔／著 明日香出版社 451/ｶ
『慢性腎臓病・透析&糖尿病の運動サポート』富野康日己／編著 法研 494.9/ﾄ
『日本の城の基礎知識』新装第 2 版 井上宗和／著 雄山閣 521.8/ｲ
『惚れぼれ文具』小日向京／著 枻出版社 589.7/ｺ
『ラクうま!健康!大豆缶レシピ』栗原毅／監修 河出書房新社 596.3/ﾗ
『1 枚デザインの構図とレイアウト』パイインターナショナル 674.7/ｲ
『漫画家入門』浅野いにお／著 筑摩書房 726.1/ｱ
『戦国武将茶人』桑田忠親／著 宮帯出版社(発売)

791.2/ｾ

『
「やさしい日本語」で観光客を迎えよう』加藤 好崇／編著 大修館書店 817.8/ｶ
『もう少し浄瑠璃を読もう』橋本治／著 新潮社 912.4/ﾊ
『魔女』上・下 カミラ・レックバリ／著 富山クラーソン陽子／訳 集英社 B 949.8/ﾚ
『白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月』1・2

小野不由美／著 新潮社 BF/ｵ

『ヤービの深い秋』
梨木香歩/著
913/ﾅ

小沢さかえ/画 福音館書店

ヤービは、2 本足で歩き、ふわふわの毛に包
まれたハリネズミのような小さな生き物の男の
子。ヤービと人間のウタドリ先生は、湖のボー
トでおしゃべりする友だちです。
季節が夏から秋に向かっていき、冬ごもりの
準備に大いそがしのヤービたちは、森へまぼろ
しのキノコ「ユメミダケ」を探しに行くこと
に。同じころ、ウタドリ先生と生徒たちも森へ
「テーブル・マッシュルーム」を探しに出かけ
ていました。秋の夜の森で２組が出会い…。
小さな生き物ヤービたちと人間たちの、交流
と冒険の物語。
『岸辺のヤービ』の続編です。

備えて被害を最小限に…。防災関係の本、入りました！

『防災・防犯シミュレーション』全３巻
「大地震」「気象災害」「身近な危険」
（国崎

信江/監修

ほるぷ出版

369/ﾎ）

「気象災害」の巻では、集中豪雨の時、①だれも逃げてい
ないから逃げなくていい、②危ないと感じたらすぐ逃げ
る、③「避難指示」が出たらすぐ避難の選択肢を小学６年
生の主人公と一緒にシミュレーションしながら考えます。
具体的な行動の仕方や気象に関するコラムもあり、マンガ
の説明は子どもにも読みやすくなっています。
他にも、
『めざせ！災害サバイバルマスター』
（片山誠/監
修 72 時間サバイバル教育協会/協力 高橋未来/イラスト 太
郎次郎社エディタス 369/ﾒ）シリーズ全４巻もあります。

ご近所編

9 月 28 日（土）、佐方市民センター

「令和元年度 第３回

さがたっこひろば」に、

昨年は、クッキーを作るので、できればクッキーが出てくるお話を！ との要望が
あり、今年は一体何を作るのか…とヒヤヒヤしていたところ、今年はパンケーキなの
で「ホットケーキ」を語ってね、とおはなしを指定される事態に！！ でも「ホットケ
ーキ」ならおまかせあれ（笑）。今年は余裕で当日を迎えました。

行ってきました！

小学１～６年生の 20 名が参加し、絵本 1 冊とストーリーテリング 2 話を
じっくりと聞いてくれました。パンケーキもおいしくできあがったようです。
①絵本『おまたせクッキー』パット=ハッチンス/さく 偕成社 E/ﾊ
ストーリーテリング②「ピクルスと卵」（『こぶたのピクルス』小風さち/文 夏目ちさ/絵
福音館書店 913/ｺ） ③「ホットケーキ」（『ホットケーキ-愛蔵版おはなしのろうそく 9-』
東京子ども図書館/編纂 大社玲子/絵 東京子ども図書館 908/ｱ）
①②：郷 範子（図書館司書） ③：梅地 佳代子（昔話の出前派遣事業ボランティア）

10 月 2４日（木）、中央市民センター

乳児学級

「おかあさんといっしょ」に、
行ってきました！

当日はあいにくの雨でしたが、１歳～２歳のお
子さんとおかあさん９組が集まり、絵本の読み聞
かせや手遊び、わらべうたを楽しみました。

①『がちゃがちゃどんどん』元永定正/さく 福音館書店 E/ﾓ
②『だるまさんと』かがくいひろし/さく ブロンズ新社 E/ｶ
③『おせんべやけたかな』こがようこ/構成・文 降矢なな/絵 童心社 E/ﾌ
④『ごくらくももんちゃん』とよたかずひこ/さく・え 童心社 E/ﾄ
⑤『ぴょーん』まつおかたつひで/作・絵 ポプラ社 E/ﾏ
木村 蕗絵（図書館司書）

次はどこかな

・トートバッグ

・ポーチ

・保冷バッグ
・ジュエリーポーチ

・カードケース
・ミニ財布

・妖怪ウォッチおり紙

・ダイアリー

・カレンダー

※１点限りのものが多いため、ご希望のものが当たら

・美文字練習帳

・万年筆

・LED ランタン
・MINI 扇風機
・ネックウォーマー
・お散歩財布
・トラベルケース

・かいけつゾロリのおなライトつきチェーン
マスコット

他

他

ない場合もございます。ご了承ください。

・ボストンバッグ
・ブランケット
・サコッシュ
・ポーチ

を行いました！
保存期限の過ぎた平成 29 年分の週刊誌、
平成 28 年分の月刊誌、図書館で受け入れし

他

なかった寄贈本などを無料で配布する「雑誌
と図書のリサイクル市」を 10 月 5 日（土）

・コスメ３点セット
・ポーチ
・ペンケース
・トートバッグ
・ハートイヤリング
・文房具３点セット
・「ふたりはプリキュア」ファイル 他

に行いました。10 時 30 分から開場し、
1,700 冊以上の雑誌と図書をお持ち帰りい
ただきました。
ご来場ありがとうございました。

11 月の図書館カレンダー
日

３

月

４

火

５

水

６

木

７

金

土

１
◎

２

８

９
☆

※整理券をお渡ししています。
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【対象】乳幼児
【時間】1 回目 1０時３０分～
2 回目 11 時～

相談カウンターにお申し付けください。

☆
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～

【対象】５歳～大人
【時間】１１時～

３０
※場所は図書館会議室です。

