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今月の展示
《中央展示》

『空き家活用のヒントあります！』
はつかいち市役所には市内の空き家に関する相談窓
口があるのをご存じですか？

空き家を貸したい、売

《企画展示》
『野球伝来

150 年』

今年は日本に野球が伝来して１５０年の節目の年。
これを記念して、さらに野球界を盛り上げるため、

りたい、住みたいと考えている方は、ぜひご活用くだ さまざまな取り組みが行われています。
さい。

はつかいち市民図書館では、プロ野球や高校野球に

8 月の中央展示では空き家、不動産、リノベーショ 関係する資料を集めました。時代をいろどる名選手や
ン、片づけなどに関する資料を展示中のほか、空き家 名記録、これからの野球に思いをはせてみませんか？
に関するパネル展示を行っています。

展示期間：7 月 29 日(金)～8 月 24 日(水)

🌸

Ｑ.何冊借りられますか？

Ｑ. 子どもの利用カードを作ることができますか？

Ａ.図書 10 冊、視聴覚資料 5 点までを 2 週間借りる

Ａ. 0 歳から利用カードを作ることができます。

ことができます。

登録されるお子様の名前と住所が確認できるもの（保険
証等）を持って図書館にお越しください。

Ｑ. ずいぶん昔に利用カードを作ったのですが、まだ使えますか？
Ａご利用いただけます。はつかいち市民図書館の利用カードに有効期限はありません。ただし、旧大野町図書館の
カードはご利用いただけませんので、新たに利用申込みが必要です。
また、ご住所・電話番号等が変わっている場合は、変更の手続きをお願いします。

Ｑ. 利用カードを失くしてしまいました。どうすれば良いですか？ また、その場合本を借りることはできますか？
Ａ. 利用カードを紛失された場合、
『再発行届』を提出してください。届出後、2 週間探していただいても見つから
ないときは、利用カードを再発行します。
（ただし利用カードの番号が変わりますのでご了承ください）
再発行を申請中の期間も資料を借りることができますので、図書館へお問い合わせください。

新しく入った本（一般書）
図書館に新しく入った本の一部を紹介します。
『読書会という幸福』向井和美／著 岩波書店 S015.6 ﾑ
『92 歳総務課長の教え』玉置泰子／著 ダイヤモンド社 159.4 ﾀ
『神になった武士』高野信治／著 吉川弘文館 172 ﾀ
『面白すぎる!日本史の授業』河合敦／著 あさ出版 210.0 ｶ
『フェイク』中野信子／著 小学館 S361.4 ﾅ
『地学の図鑑』杵島正洋／著 技術評論社 450 ｷ
『最新頭痛の治し方大全』丹羽潔／著 扶桑社 493.7 ﾆ
『地球のかじり方 世界のレシピ BOOK』地球の歩き方編集室／監修 学研プラス 596.2 ﾁ
『怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン』綿貫渉／著 KADOKAWA 686.3 ﾜ
『トライアスロンの哲学』ラファエル・ヴェルシェール／著 加藤洋介／訳 ナカニシヤ出版 782.6 ｳ
『推しことば類語辞典』山口謠司／監修 笠倉出版社

814.5 ｵ

『「私」という男の生涯』石原慎太郎／著 幻冬舎 910.2 ｲ
『とんこつ Q&A』今村夏子／著 講談社 F ｲ
『掬えば手には』瀬尾まいこ／著 講談社 F ｾ

こ ど も の ほ ん
新刊の中から、戦争や平和に関する本を紹介します。

『ひろしまの満月』
中澤晶子/作

ささめやゆき/絵

小峰書店

『戦争をやめた人たち
スマス休戦-』

913/ﾅ

古い家の庭の池に「まめ」という名前のかめが、長
い間ひとりでいました。その家に小学２年生のかえで
ちゃんが引っ越してきた日、まめは心に閉じこめてい
た昔のことを思い出しました。満月の夜空を見あげて
泣き、これ以上泣けないと思ったそのとき、最後の涙
といっしょに「みのるくん」と思わず声が出たことを。
かえでちゃんと心を通わせるうちに、まめはみのる
くんとの出会いや広島で起こったことを話します。

『なきむしせいとく
少年の物語-』

-沖縄戦にまきこまれた

たじまゆきひこ/作

E/ﾀ

童心社

鈴木まもる/文・絵

あすなろ書房

E/ｽ

クリスマスイブの夜。戦場で休んでいたイギリス
軍の兵士は、ある歌声を聞きます。それは鉄条網の
向こうにいるドイツ兵が歌う「きよし このよる」
でした。イギリスの兵士もそれにこたえるように
歌い出し、同じ歌を歌っては、互いに拍手を送りあ
いました。翌日、クリスマスの朝を迎え…。
第一次世界大戦中に本当にあった話です。

『すずばあちゃんのおくりもの』
最上一平/文

1945 年の沖縄。アメリカの軍艦が島を取り囲み、
小学 2 年生のせいとくは、母と妹と一緒に南へと逃
げます。昼間は森に隠れ、夜になると歩き…。まもな
く、住民を巻き込む凄惨な地上戦が始まりました。
作者の田島征彦さんは、沖縄に 40 年以上も通い、
平和の大切さを願う心を伝えるために、沖縄戦を絵本
にする取り組みを続けています。

-1914 年のクリ

黒井健/絵

新日本出版社

すずばあちゃんは、純平が生まれるずっと前か
ら草花の種をまき、村のあちこちに花を咲かせて
います。ある日純平は、すずばあちゃんに、一番好
きな花を聞きました。「いちばんは、のぎくだな。
どこにでもさいている、花びらの小っちゃな花だ
あ」そう言ってすずばあちゃんは、若かった頃の満
州での出来事を話し始めました。

8・6 平和のおはなし会
平和や戦争をテーマにした絵本の読み聞かせです。

日 時：2022 年 8 月 6 日（土）
①11:00

～

11:30

E/ｸ

（整理券配布 10：40～10：50）

②16:00

～ 16:30 （整理券配布 15：40～15：50）
※ 整理券は相談カウンターで配布します。

定 員：各回５人程度
対 象：小学生以上
場 所：図書館会議室「おはなしのへや」
【問い合わせ】 はつかいち市民図書館
〒738-0023 広島県廿日市市下平良 1-11-1

TEL: 0829-20-0333

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活字が見えにくくなった方も読みやすいように工夫
された資料のことです。活字が大きく印刷されているものや黒地に白文字で印刷されてい
るものがあります。新しく図書館に入った大活字本の一部を紹介します。
失われた手仕事の思想

上・下

塩野米松／著

Ｄ384.3/シ/1・2

金田一春彦／著

Ｄ810.4/キ

好きになった人 上・下

梯久美子／著

Ｄ914.6/カ/1・2

音の細道

群ようこ／著

Ｄ914.6/ム

奥山景布子／著

ＤＦ/オ/1・2

梶よう子／著

ＤＦ/カ/1・2

今野敏／著

ＤＦ/コ/1・2

高田郁／著

ＤＦ/タ/1・2

辻村深月／著

ＤＦ/ツ/1・2

葉室麟／著

ＤＦ/ハ/1・2

横山秀夫／著

ＤＦ/ヨ/1・2・3

美しい日本語

寄席品川清洲亭

上・下

立身いたしたく候
確証

上・下

上・下

ふるさと銀河線
朝が来る
紫匂う

上・下

上・下
上・下

クライマーズ・ハイ

上・中・下

８月の図書館カレンダー

【対象】乳幼児
【時間】

日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６

1 回目 1０時３０分～
※整理券配布時間
2 回目 １１時～
※整理券配布時間

７

８

９

１０

１１

１２

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

１３
8･6 平和のおはなし会

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５
休館

２６

２７

２８

２９

３０

３１

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。

【対象】小学生以上
【時間】
１回目 11 時～11 時 30 分
※整理券配布時間 10 時 40 分～10 時 50 分
２回目 16 時～16 時３０分
※整理券配布時間

15 時 40 分～15 時 50 分

【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

