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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/

貸出期間は
図書 10 冊
視聴覚資料 5 点

2 週間！
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借りられます！

作れます！

おはなし会を
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図書館
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Go Go LIBRARY
平日は 9 時～19 時、
ホームページから
予約ができます！

土日祝日も 10 時～18 時

インターネットから
リクエストができる
ようになりました！

を開館しています！
※はつかいち館のみ

（→2 ページ目へ）

今月の展示
《中央展示》

『もしかして…自閉症・発達障がい』
毎年４月２日は「世界自閉症啓発デー」
、４月２日～
８日は発達障害啓発週間です。「自閉症」
「発達障が
い」という言葉はよく目にしますが、自分がそうなの

《企画展示》
『

』

図書館や司書に関する本、図書館を舞台にし
た小説・絵本などを集めて展示しています。
図書館について新たな発見があるかも…？

かもしれない、もしかしたらあの人がそうなのかも
…と気になったことはありませんか？
「自閉症」や「発達障がい」に関する資料を展示して
います。

展示期間：3 月 25 日(金)～4 月 27 日(水)

インターネット（リクエストフォーム）から
ができるようになりました！
1.リクエストの仕方

4.申込みできる件数

リクエストフォームから未所蔵資料のリクエストが

未所蔵資料をリクエストできる件数は、所蔵が

できます。

ある資料の予約とあわせて 20 点までです。

リクエストフォームを開き、名前、利用カードの番号、

※複数の資料をリクエストするときは１冊ずつ

連絡方法及び連絡先、リクエストをしたい資料等を

入力・送信してください。上下巻やシリーズ

入力してください。

の本も、巻ごとにお申込みが必要です。

2.リクエストフォームの開き方

5.その他

図書館ホームページのメニューバーから「利用案内」

送信されたリクエストの受付処理は、開館日の

のページを開き、
「インターネットからリクエストする

開館準備時間（平日 8：30 頃、土日及び祝日

には」の項目からリクエストフォームを開くことがで

9：30 頃）1 回のみです。

きます。

受付後、処理しますので、利用者ページの「予
約中一覧」に反映するには時間がかかる場合も

3.リクエストできる資料

あります。また、この時間以降に送信された

（1）廿日市市内の図書館で所蔵していない「本」のみ

「未所蔵リクエスト」は、翌日扱いとなります

です。※CD や DVD などの視聴覚資料や雑誌の

ので、あらかじめご了承ください。

リクエストは受付していません。
（2）発売日が確定している本のみ、受け付けます。
（出版社のホームページ等に掲載されている発売

図書館ホームページ
QR コード

日を基準にしてください）

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。
『疲れないパソコン仕事大全』大林ひろこ／著 技術評論社 007.6 ｵ
『地球の歩き方ムー

異世界の歩き方』地球の歩き方 290.9 ﾁ

『となりの億り人』大江英樹／著 朝日新聞出版 S338.1 ｵ
『まわりに気を使いすぎなあなたが自分のために生きられる本』Ryota／著 KADOKAWA 493.7 ﾘ
『マツダとカープ』安西巧／著 新潮社 S537.0 ｱ
『庭木図鑑』ブティック社 627.7 ﾆ
『消えたママ友』野原広子／著 KADOKAWA 726.1 ﾉ
『英語でユーモア』小西丹／著 ワニ・プラス S830.4 ｺ
『夏の体温』瀬尾まいこ／著 双葉社 F ｾ
『32 歳。いきなり介護がやってきた。』あまのさくや／著 佼成出版社 916 ｱ

こ ど も の ほ ん
『わたしがテピンギー
中脇初枝/再話 あずみ虫/絵

ハイチのおはなし』

偕成社

『ずんずんばたばたおるすばん』

E/ｱ

ねじめ正一/文

むかしテピンギーという女の子が、いじわるな新し
い母親と 2 人で暮らしていました。ある日この母親
は、森で助けてもらったおじいさんへのお礼に、召し
使いとしてテピンギーをあげると約束します。それを
知ったテピンギーは、すてきなことをひらめきクラス
の女の子全員にあることを頼むのですが…。
女の子の昔話えほんシリーズ（全６巻）の１冊。

福音館書店

E/ﾌ

お母さんが買い物に出かけたとたん、男の子
の前には、天井からこザルたちが下りてきて靴
磨きを始めたり、廊下ではパンダとクマが相撲
を取ったり！ 次々と動物たちが現れて、おる
すばんは大騒ぎに。
ちょっと不安なおるすばんも、子どもならで
はの想像力で乗り切ります。

『昔話の扉をひらこう』

『くまのピエール』
イブ・スパング・オルセン/作
949/ｵ

降矢なな/絵

菱木晃子/訳

こぐま社

ピエールは、スティーヌの家で暮らす小さなくまの
ぬいぐるみで、好奇心がとても旺盛！ 小石をラスク
だと思ってかじったり、お月さまをお金だと思って取
りに行ったりと、いろいろなハプニングを起こします
が、いつもスティーヌが温かく見守ってくれます。
『つきのぼうや』の作者オルセンによる幼年童話
で、オールカラーの挿絵も楽しめます。

小澤俊夫/著

暮しの手帖社

388/ｵ

『のいちごつみ』
さとうわきこ/さく・え 福音館書店
ばばばあちゃんの絵本 最新刊

E/ｻ

『みんなでまなぼう認知症のこと 1～3』
平野成樹/監修 汐文社 493/ﾐ/1,2,3
（1:認知症とうっかり忘れはちがうの? 2:どうして認
知症になるの? 3:もし、家族が認知症になったら）

児童展示 2
ウクライナ・ロシア そして せかい の へいわ のこと
ウクライナ・ロシアのおはなしや戦争、平和について
知るための本を集めて展示しています。

『セルコ』
ウクライナの昔話

年を取ってお百姓の家から追い出され

『セルコ』

てしまった犬のセルコは、オオカミの手
助けで、再び家に戻り、大事にされるよ
うになります。オオカミに恩返しをした
いと考えたセルコは、お百姓の娘の結婚
式に来るようにと伝え…。
絵を描いたゴルディチュークはキエフ
出身。他に絵本『わらのうし』もあり。

新刊絵本２冊
『さくら』
こがようこ/ぶん・え

『サクラ

大日本図書

E/ｺ

内田莉莎子/文
ディチューク/絵

ほるぷ出版

福音館書店

E/ｺ

ロシアの昔話

『おだんこぱん』
せたていじ/やく
福音館書店

児童展示１

はるなつあきふゆ』

おくやまひさし/作

ワレンチン・ゴル

E/ｵ

長く読み継がれてきた新１年生におすすめの絵本

『くんちゃんのはじめてのがっこう』
ドロシー・マリノ/さく まさきるりこ/やく ペンギン社 E/ﾏ

E/ﾜ

わきたかず/え

はつかいち市民図書館では、廿日市市内に活動拠点のある団体（読み聞かせボランティア・
学校・市民センター・児童会等）に団体貸出を行っています。利用をご希望の方はカウンターにお
たずねください。
貸出対象 廿日市市内で読書活動を行う団体
貸出期間 ２ヵ月

貸出冊数 ２００冊（※視聴覚資料は個人視聴用なので貸出できません）

また、既にご登録いただいている団体の方には、毎年４月１日以降に利用登録の更新手続きを
お願いしています。カウンターにある「令和 4 年度団体貸出利用申込書」にご記入の上、提出して
ください。※利用カードを紛失した場合はご相談ください（カードの再発行は申し出があった日から２週
間後以降に発行します）
。
種

公立学校・保育園・

私立学校・福祉施設・民間

読み聞かせボランティア、

類

市民センター等公共施設

施設等拠点のある一般団体

読書会等の一般団体

必
要
な
も
の

特になし

施設の所在地が確認できるもの

代表者の住所が確認できるもの
（免許証・保険証・郵便物等）

（郵便物等）

みさと

おおなん

この度、新たに島根県浜田市、美郷町、邑南町にお住まいの方も、
図書館の利用カードを作ることができるようになりました。
ご帰省の際などにぜひご利用ください。
※ただし、はつかいち市民図書館で借りた資料は、他市町の図書館では返却でき
ませんので、ご注意ください。

４月の図書館カレンダー
日

月

火

水

木

金

土

１

２

【対象】乳幼児
【時間】
1 回目 1０時３０分～
※整理券配布時間

３

４

５

６

７

８

９

2 回目 １１時～
※整理券配布時間

１０

１１

１２

１３

１４

１５

10 時 10 分～10 時 20 分
10 時 40 分～10 時 50 分

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８
休館

２９

３０

【対象】幼児～小学校低学年
【時間】11 時～
※整理券配布時間 10 時 40 分～10 時 50 分
相談カウンターで整理券を配布しています。
配布時間が決まっていますので、ご注意ください。

