
　　６月１日から３０日までに図書館に入った
　　本の中でオススメを紹介します。
　　一覧表は裏面にあります。
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◆一般書

預言の第一人者である著者が、聖書を解読。これまで見逃されていた事実を発見、救世主の到来は
２００９年と結論した衝撃の書。ついに明かされる「救世主の再臨」と「ハルマゲドン」の真実！！
豊富な注釈や図版でキリスト教文化になじみの少ない日本の読者にも配慮されています。

　　午後７時から図書館活動茶話会が
　　行われ、１１名の方が参加されました。 　　　　　毎月第１土曜日の10時半から
　　県立図書館普及係の矢野さんをお迎え 　　　　　研修室でブックトークの会があります。 いじめ、不登校、ひきこもり、非行、少年犯罪・・・。お母さんの熱心すぎるしつけが引き起こしている！！
　　して県立図書館の様子や、予算確保など 　　　　　毎月テーマに沿った本を紹介しています。 「しつけの後遺症」の具体例を多数挙げながら、お母さんたちにもっと手を抜いて楽になろうとよび
　　について話し合いました。 　　　　　　　対象は小学校高学年です。 かける一冊。
　　参加者からケーキなどの差し入れもあり 　　　　　　　　楽しい本を紹介しますので
　　和やかな雰囲気の会でした。 　　　　　　　　　ぜひ、来てみてください。

この星は不思議なことがあふれている―。トットちゃんの大好きなもの、大切にしてきたこと。世界中の
子どもたちの笑顔がいっぱい詰まった感動のエッセイ。スマトラ沖地震の被害も緊急報告。
「小説新潮」連載の「小さいときから考えてきたこと」の単行本化。

子どもの頃に大好きだった絵本や物語。お話の中に出てくるおいしそうなお菓子や、知らない国の
　　５先生１６名が来館し本やインターネットを ごちそうを「食べてみたい！」と思ったことはありませんか？「ぐりとぐら」の黄色くておおきなカステラ
　　利用して調べ学習をされました。 「モモ」のホットチョコレート、「ハイジ」の黒パン・白パン・・・。
　　図書館にはいろいろのな分野の本が 　　　先月、図書館通信で 大人も子どももにっこりしあわせな気持ちになるレシピ集。

　 　　たくさんありますので、調べ学習に役立つと 　　　図書館周辺に花を植えて
　　思います。 　　下さる方を募集したところ
　　　　どんどん図書館を利用してください。 　　早速、とてもうれしいお返事を ◆児童書

　　　　いただきました。

水たまりおじさんが水たまりを運んできました。おじさん！ぼくの水たまりある？足元の世界を不思議に
描いた、おじさんと少年のファンタスティックな一冊。コマ割絵本。

夏休みのさゆりと洋介の姉弟に毎日届く手紙は海外出張中の父からの一日一話の小さな「お話」
　　『白水仙』と『黄水仙』の球根を 童話作家のお父さんが子どもたちに伝えたかったこと。物語を通して生まれる家族の新しい姿・・・。
　　９月に多量にお届けします。 「読売新聞」土曜日朝刊連載の単行本化。
　　大輪の香り高い『くちなし』の樹や
　　『くじゃく草』も御一緒に植えましょう。

空間と時間がねじれた「むこうの世界」でさまよう行也たち。こちらへ
戻るための扉はもうないのだろうか・・・。
「こそあどの森の物語」シリーズで人気の著者による大長編ファンタジー。
１９８７年の再刊。

一年生になったばかりのハルオ。ある日、学校にへんてこな手紙が
届きます。「おともださにナリマ小」って、書いてあります。
いったいどういう意味でしょう？そして、誰が何のために書いたの
でしょう？
実は、ハルオだけがそのわけを知っていました。

★　おともださにナリマ小　　たかどのほうこ　フレーベル館

で　き　ご　と

６月８日（水）　図書館活動茶話会

６月９日（木）　下西小調べ学習

ブックトークの会　
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６月２２日（水）　西小２年生　町探検

☆　２００９年、人類はこう終わる　　ピーター・ローリー　　徳間書店

☆　お母さんはしつけをしないで　　　　　長谷川　博一　　　　　草思社

☆　不思議の国のトットちゃん　　　　　　黒柳　徹子　　　　　新潮社

☆　絵本からうまれたおいしいレシピ　　　　宝島社

★　水たまりおじさん　　　レイモンド・ブリックス　　　ＢＬ出版

★　イソップ株式会社　　　　井上　ひさし　　　　中央公論社

★　扉のむこうの物語　　　　岡田　淳　　　　理論社

西郷小学校の２年生８名が生活
学習科の一環として、町探検で
図書館を訪れました。
図書館についていろいろな質問
をしていました。



新　着　資　料　一　覧　表
◆一般書 ◆児童書

書名 著者名 書名 著者名 書名 著者名

あなたと、どこかへ。 吉田　修一 レターズ・トゥ・ミー ｱﾚｯｸｽ　ﾛﾋﾞﾗ 衣世梨の魔法帳 那須　正幹

綾とりで天の川 丸谷　才一 天切り松闇がたり　　第４巻 浅田　次郎 かめきちのたてこもり大作戦 村上　しいこ

いだてん剣法 東郷　隆 蒲公英草紙 恩田　陸 ガイコツになりたかったぼく ウルフ　スタルク

いつか、虹の向こうへ 伊岡　瞬 性懲り 神崎　京介 くまいちご 小暮　正夫

影まつり 阿刀田　高 シリウスの道 藤原　伊織 しらぎくさんのどんぐりパン なかがわ　ちひろ

幸福な結末 辻　仁成 浄土 町田　康 赤ちゃんのためのかたちの絵本 桑原　伸之

地上のヴィーナス ｻﾗ  ﾃﾞｭﾅﾝﾄ 海に沈む太陽 梁　石日 おひさまようちえんのひみつのともだち 斉藤　栄美

てるてるあした 加納　朋子 ルパンの消息 横山　秀夫 おんぶおんぶねえおんぶ 長　新太

母 高　行健 おしゃれなインドア・グリーン 川べのちいさなモグラ紳士 フィリパ　ピアス

母の言い訳 黒木　瞳 輝く断片 シオドア　スタージョン きみのえほん 山岡　ひかる

パレット 前川　麻子 世界の歌 ジャン　ジオノ クワガタ＆カブト甲虫キャラクター大百科 ポニーテール

六月六日生まれの天使 愛川　晶 大尉のいのしし狩り デイヴィッド　イーリイ とおいとおいおか 谷内　こうた

ロストターン ﾌﾞﾙｯｸ ﾆｭｰﾏﾝ ちょっとした一言で相手が動く夫婦の心理ﾃｸﾆｯｸ林　恭弘 義経と弁慶 谷　真介

明日がいい日でありますように 鷺沢　萠 知恵のある和の家和の食和の暮らし 魚柄　仁之助 虫たちのふしぎ 新開　孝

命のことば 瀬戸内　寂聴 夏の吐息 小池　真理子 てんぐのそばや 伊藤　充子

今すぐ始めるヴォーカル入門 山田　哲也 棟居刑事の絆の証明 森村　誠一 ほしまつりの日 宮川　ひろ

NHKためしてガッテン健康の知恵袋事典 よしきた、ジーヴス Ｐ．Ｇ．ウッドハウス ソフィーのさくせん ﾃﾞｨｯｸ　ｷﾝｸﾞ･ｽﾐｽ

黄金の声の少女 ｼﾞｬﾝ･ｼﾞｬｯｸ ｼｭﾙ 有元葉子のbeans　cooking　豆 有元　葉子 ロボママ エミリー　スミス

必ず釣れる防波堤釣り 大作　芳男 月森紀子のナチュラルスイーツ 月本　紀子 ブルーベリー・ソースの季節 ポリー　ホーヴァート

恋のカラクリ 竹内　久美子 おいしい！味つけ方程式 村上　祥子 あめがふるひに・・・ イ　ヘリ

３分間ビューティー 山本　浩未 自分流で楽しむ手づくりガーデン カクレンボ・ジャクソン デイヴィッド　ルーカス

Ｔｈｅ　空港 小さくても玄関前がすてきな庭になる！ たっぷどこへいく アナン　ベングトソン

知ってるようで知らないものの呼びかた ことば探偵団 森と生きる。 稲本　正 ちいさなくし Ｍ．ポプルトン

世界冷や汗ひとり旅 西本　健一郎 すてきなアイデア絵てがみ 土屋　淑子 でておいで、ねずみくん ロバート　クラウス

創作メニュー開発ＢＯＯＫ ついきのうのこと 安野　光雅 とうちゃんはかんばんや 平田　昌広

日本一怖い愛人からの手紙 東京私生活向上委員会 ｶﾚｰｿｰｾｰｼﾞをめぐるレーナの物語 ｳｰｳﾞｪ　ﾃｨﾑ トミカをさがせ！

母と娘の協奏曲 千住　文子 シアワセをよぶ迷信！ ﾌﾞﾙｰ ｵﾚﾝｼﾞ ｽﾀｼﾞｱﾑ ふつうに学校にいくふつうの日 コリン　マクノートン

無頼の絵師 澤田　ふじ子 ブクブクブー 井上　洋介

ポーの話 いしい　しんじ ブタとタコのダンス 長　新太

ママは子育て一年生 八名　見江子 みつあみみつあみ 水野　翠

ﾐﾔｻﾞﾜｹﾝｼﾞ･ｸﾞﾚｰﾃｽﾄﾋｯﾂ 高橋　源一郎 おじいちゃんがおばけになったわけ ｷﾑ　ﾌｫｯﾌﾟｽ　ｵｰｶｿﾝ

陽気な幽霊 栗本　薫 ねぎぼうずのあさたろう　　その５ 飯野　和好

料理のきほんはおにぎりから 野崎　洋光 まだかな まつおか　たつひで

個人情報はこうして盗まれる 萩原　栄幸 まんまるねこダイナ 西村　香英

本の探偵事典　どうぶつの手がかり編 あかぎ　かんこ
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ひとめぼれの法則 ｽｰｼﾞｰ　ﾏﾘﾝ

いい加減を知る 荒　了寛

仕事も暮らしも３で割るｲｷﾞﾘｽの週間 井形　慶子

一文字説法観音のこころ 森　清範

古代日本の女性天皇 吉野　裕子

広島ベストスポット　　’０６

日本のフシギ英語で解明 松本　美江

あなたを守る法律知識 大沢　孝征

憲法の本 浦部　法穂

誰でもわかる新社法 蓮見　正純

女性の「平均値」がわかる本 雑学データバンク

新着図書コーナーに本
がない場合は職員にお
たずねください。
本が貸し出し中の場合
には予約することがで
きます。




