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広島市立図書館購入新聞リスト

ASAHI EVENING NEWS�� 朝日新聞社�� 　　　　　　　東　南　西　安佐南　安佐北
朝日小学生新聞��� 朝日新聞社�� 　　　こども　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まんが　あさ
朝日新聞��� 朝日新聞社�� 中央　こども　中　東　南　西　安佐南　安佐北　佐伯　まんが　あさ
朝日中学生ウィークリー� 朝日新聞社�� 　　　こども　　　東　南　西　安佐南　　　　　佐伯
産経新聞��� 産業経済新聞社�� 中央　　　　　中　東　南　西　安佐南　安佐北　佐伯　まんが　あさ
山陽新聞��� 山陽新聞社�� 中央
THE JAPAN TIMES�� ジャパンタイムズ� 中央　　　　　中　　　　　　　　　　　　　　　佐伯　まんが　あさ
週刊ＳＴ（スチューデント・タイムズ）� ジャパンタイムズ� 　　　　　　　中　東　南　　　安佐南　安佐北　佐伯　　　　　
スポーツニッポン�� スポーツニッポン新聞社� 　　　　　　　　　東
中国新聞（朝刊）�� 中国新聞社�� 中央　こども　中　東　南　西　安佐南　安佐北　佐伯　まんが　あさ
中国新聞（夕刊）�� 中国新聞社�� 中央　こども　中　東　南　西　安佐南　安佐北　佐伯　まんが　あさ
デイリースポーツ�� デイリースポーツ社�中央　　　　　　　　　南　　　安佐南　安佐北　佐伯　まんが　
日刊工業新聞��� 日刊工業新聞社�� 中央　　　　　　　東　南　　　　　　　　佐伯
日刊スポーツ��� 日刊スポーツ新聞社�　　　　　　　中　　　　　西　　　　　　　　　　　あさ
日経産業新聞��� 日本経済新聞社�� 中央　　　　　　　　　南
日本経済新聞��� 日本経済新聞社�� 中央　　　　　中　東　南　西　安佐南　安佐北　佐伯　まんが　あさ
毎日ウィークリー�� 毎日新聞社�� 　　　こども　　　　　　　　
毎日こども新聞��� 毎日新聞社�� 　　　　　　　　　　　西　安佐南　　　　　佐伯
毎日小学生新聞��� 毎日新聞社�� 　　　こども　中　　　南　　　　　　　安佐北
毎日新聞��� 毎日新聞社�� 中央　こども　中　東　南　西　安佐南　安佐北　佐伯　まんが　あさ
毎日中学生新聞��� 毎日新聞社�� 　　　こども　中　　　　　　　　　　　安佐北　　　　まんが　あさ
読売新聞��� 読売新聞社�� 中央　　　　　中　東　南　西　安佐南　安佐北　佐伯　まんが　あさ
������������ （1999年12月現在）

※　各紙の保存期間は、概ね１年です。（あさ閲覧室は４か月）
※　中央図書館では、過去の新聞や縮刷版、地方版、マイクロフィルム等も所蔵して
　　おります。詳しくは、中央図書館（☎222-5542）までお問い合わせください。
※　リストには、寄贈分は含まれておりません。

新しい年を迎え、みなさんは、もう“２０００年”を実感されたでしょうか。
もし、まだ“２０００年”を実感できない方は、ぜひ図書館にご来館ください。
図書館には、一冊一冊の本があります。新聞があります。雑誌があります。

その背後には、２０００年を超す記憶があります。
過去の記憶に立ち向かうとき、私たちは、“今”を実感できるのではないでしょうか。

図書館は、記憶の宝庫です。
まずは、身近な“新聞”に、“２０００年”の“今”を実感してみませんか。

“２０００年”の“今”を感じる･･･



　西区横川新町、西区民文化センターと併設されて
います。

●利用傾向
　他の図書館と比べ、夕方以降の利用が多いようで
す。ＪＲ横川駅を中心とした交通の要衝にあること、
マンションとの複合施設などが要因と考えられます。
●利用者さんへのお知らせ
　西区図書館では、対象別・内容別とたくさ～んの
行事を開催しています。乳幼児を対象とした“えほ
んくらぶ”、幼児・児童を対象とした“お は な し
キャンドル”、小学生を対象とした“みんなでおり
がみ”などなど。中でも“えほんくらぶ”は２月１
８日（金）でちょうど１００回目になります。まだ
参加されたことのない方、ぜひ一度『おはなしの
森』へ。

　南区比治山本町、南区民文化センターと併設され
ています。

●お江戸へようこそ（１月の行事）
　図書館入口を入ってすぐ、返却カウンターの前に
テーブルを置いて、図書の平置き展示をしています。
　今年最初のテーマは「江戸時代を読む」。ＮＨＫ
の大河ドラマの舞台、江戸を取り上げた本を図書館
の棚から集めてみました。江戸時代の風俗、芸能、
人物から歴史小説まで、様々なジャンルの“お江戸
の本”を展示し、貸出します。
　これであなたも江戸通に！

●親子のふれあいおはなし会
　毎月第２火曜日の朝、赤ちゃんを抱いたりベビー
カーを押したお母さん方で館内がにぎわいます。乳
幼児対象のおはなし会「こぐまちゃんクラブ」の日
です。こぐまちゃんクラブでは、「だっこしてギュー」
など親子がふれあいながら楽しめるプログラムが工
夫されています。このほか、おはなしクラブ、おは
なしアリスによる、幼児・低学年対象のおはなし会
もあります。親子で遊びに来てください。
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西区図書館

南区図書館

１月～３月の行事予定（西区図書館）

１月～３月の行事予定（南区図書館）

【おはなし会】
　えほんくらぶ（ムーミン谷の仲間たち）
　　1/14（金）　2/18（金）　3/10（金）
　おはなしキャンドル（おはなしろうそくの会）
　　1/ 8（土）　2/12（土）　3/11（土）
　おはなし会
　　1/16（日）　3/19（日）　おはなしクラブ
　　2/20（日）　ちびっこ文庫　　
　その他の行事
　　1/22（土）　みんなでおりがみ（※要申込）
　　2/19（土）　人形劇
　　2/23（水）　読書講演会（※要申込）
【展示】
　１月　さむいさむい
　２月　もうすぐ春
　　　　江戸川乱歩賞受賞作品をふりかえる
　３月　あいさついろいろ

　日程及び内容は予定です。詳しくは
図書館にお問い合わせください。
　※西区図書館　☎234-1970

【おはなし会】
　こぐまちゃんクラブ
　　1/18（火）　2/ 8（火）　3/14（火）
　おはなしアリス
　　1/ 8（土）　2/12（土）　3/11（土）
　おはなしクラブ
　　1/15（土）　2/19（土）　3/18（土）

【展示】
　《児童書》
　１月　ほんとにいるのかな？～日本の
　　　　ふしぎな生きものたち～
　２月　世界のこどもたち
　３月　おでかけ
　《一般書》
　１月　江戸時代を読む
　２月　手軽な健康法
　３月　はじめてみようパソコン・ワー
　　　　プロ・インターネット

　日程及び内容は予定です。詳しくは
図書館にお問い合わせください。
　※南区図書館　☎251-1080

西区図書館へは、ＪＲ横川駅から徒歩
約５分です。

南区図書館へは、皆実町一丁目バス停下車徒歩約２分、
南区役所前電停下車徒歩約３分です。



　おはなし会の絵本を選ぶ時気をつけてい
ることに、おはなしを身近に感じてもらえ
るようその季節にあった本にすることや、
多くの子ども達に見えるようにあまり小さ
な本にしないことなどがあります。そうし
て、その時のおはなし会のテーマに合わせ
て絵本を用意します。
　でも、家で読む絵本を選ぶ時はどうで
しょう。例えば、もう夏の本は季節はずれ
ですが、一緒に楽しかった夏を思い出しな
がら読んであげることができますし、手の
ひらに入るような小さな本でも、おひざに
だっこして見ることができます。
　よく図書館で子どもと一緒に絵本を選ん
でいる時に「またその本借りるの。このあ

いだ借りたから違うのにしなさい。」とか
「こんな長いおはなしまだ無理よ。もっと短
いのにして。」と言われる方があります。し
かし、子どもが何度も同じ本を選んだとして
も、それはその子にとってとても大好きな大
切な一冊なのです。充分納得がいくまで読ん
であげてください。長いおはなしもおうちの
人に読んでもらえば最後まで聞けるかもしれ
ませんし、本当にまだ無理ならきっと子ども
達は、次はもっと自分にあった本を選ぶと思
います。
　それぞれ顔や性格が違うように、ひとりひ
とりの好きな本は違うことでしょう。わが子
の笑顔を思い浮かべながら、絵本を選んでみ
ませんか。
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くまくまくんのブックレビュー③

源 氏 物 語

書館でこっそり暮らしている小熊のくまくま
くんとお友達のうさぎのうさうさちゃんと犬

のばうばうさんは、毎日いろいろな本を読んでいま
す。
　そんなくまくまくんたちが、今度新しいお札がで
きることを聞きました。その新しいお札の図柄に
『源氏物語絵巻』の一場面が使われることを聞いて、
くまくまくんたちは『源氏物語』に興味を持ちまし
た。早速図書館で『源氏物語』の本を探して読みま
した。そして、読んだ感想を話し合っています。

まくまくんは『源氏物語』を現代語訳にした
ものを何種類か読んだようです。

「『源氏物語』を現代語訳したものはいろいろある
んだけど、ぼくはそのうちでも瀬戸内寂聴さんのも
のと、橋本治さんのものと、田辺聖子さんのものと
を読んでみたんだ。瀬戸内寂聴さんの訳は原文に忠
実に訳してあって、正統派という感じがしたよ。わ
かりやすい現代語に訳してあるのに、原文の雰囲気
がよく伝わってきたよ。橋本治さんの訳は源氏の視
点から書かれていて、源氏の心の内側まで綴られて
いるので、一貫した源氏像を思い浮かべることがで
きたよ。訳した人の解釈が色濃く反映されていて、
興味深かったよ。田辺聖子さんのものは訳というよ
りも、現代語で小説として再構成されているように
思ったよ。ところどころ原文にはない会話や登場人
物の心情などが書かれていて、より登場人物の心情
がとらえやすく、物語の中に入ることができたよ。
どれも、訳した人の解釈や個性が出ていて、もとは
同じ作品なのに微妙に違った味わいがあるね。ほか
にも現代語訳はいろいろあるから、読み比べてみる
とおもしろいと思うよ」

さうさちゃんが読んだのはマンガでした。
「わたしの読んだ『あさきゆめみし』は『源

氏物語』をマンガ化したものなの。文章を読むだけ
ではぴんとこない宮中や貴族の屋敷や庭の様子が絵
で見渡せるのはマンガならではね。想像しやすくなっ
て、物語の中に入り込むことができたわ。話の展開
がわりと早くて、登場人物の感情をくまなく拾い上
げているから、一冊でたくさんの物語を読んだよう

う

く

図 な気になったわ」
うばうさんは『源氏物語絵巻』を見てきまし
た。「ぼくは『源氏物語絵巻』が載っている

本を見てきたんだ。お札の図柄になるのは「鈴虫」
という帖の二枚の絵のうちの一枚なんだけど、その
絵がカラーで載っている本があったよ。『源氏物語
絵巻』は12世紀頃に描かれたものだそうだけど、と
ころどころ絵の具の剥落や絵柄の不鮮明なところは
あるけれど、印刷されたものでも、十分成立当時の
美しさをしのぶことができるよ。実物はもっと綺麗
なんだろうね」

まくまくんはみんなの話を聞いて感心して、
言いました。

「一口に『源氏物語』って言ってもいろいろあるん
だね」
「そうね。原文が載っている本だけでも何種類もあ
るし、くまくまくんが読んだような現代語訳もたく
さんあるものね」
「他にも『源氏物語』に関する論文もいろいろある
からね。例えば登場人物について研究したものとか、
舞台となる建物について研究したものとか、植物に
ついて研究したものもあるよ」
「今回ぼくたちが読んだのはほんの一部なんだね」
　くまくまくんたちはこれからももっといろいろ
『源氏物語』やそれに関する本を読んでみようと思
いました。

　　　★ミ　　　★ミ　　　★ミ　　　★ミ　　　

　今回くまくまくんたちが読んだ本は以下の通りで
す。
『源氏物語』全10巻
　瀬戸内寂聴　訳　（講談社）
『窯変源氏物語』　全14巻
　橋本治　訳　（中央公論社）
『新源氏物語』　全５巻
　田辺聖子　著　（新潮社）
『あさきゆめみし』　全13巻
　大和和紀　著　（講談社）
『日本絵巻大成１　源氏物語絵巻・寝覚物語絵巻』
　小林茂美　編　（中央公論社）

　これらの本は広島市立図書館で読むことのできる
本です。このほかにも『源氏物語』や『源氏物語』
に関する本はたくさんあります。図書館で探してみ
てくださいね。
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中央図書館読書会のご案内中央図書館読書会のご案内 リクエストベスト20リクエストベスト20 平成11年12月１日現在平成11年12月１日現在

編集・発行編集・発行休館日のお知らせ　１月～３月休館日のお知らせ　１月～３月

広島市立中央図書館
〒730-0011　広島市中区基町３番１号

☎082(222)5542
www.mighty.ne.jp/hiroshima.city.lib

Hiroshima Central City Library

■中央・各区図書館

開館時間
火～金　　　午前９時～午後７時
土・日　　　午前９時～午後５時
文化の日　　午前９時～午後５時
休館日
毎週月曜日
国民の祝日（文化の日を除く）
図書整理日（毎月末日。ただし土
　　　　　　・日・月曜日にあた
　　　　　　るときは直前の金曜
　　　　　　日）
８月６日　（平和記念日）
11月４日　（文化の日の振替）
年末年始　（12月28日～１月４日）
特別整理期間

■こども図書館

開館時間
火～日　　　午前９時～午後５時

休館日
毎週月曜日
国民の祝日の翌日
月末整理日（毎月末日。ただし月
　　　　　　曜日にあたるときは
　　　　　　その翌日）
８月６日　（平和記念日）
年末年始　（12月28日～１月４日）
特別整理期間

■まんが図書館・あさ閲覧室

開館時間
火～日　　　午前10時～午後５時

休館日
毎週月曜日
国民の祝日の翌日
図書整理日（毎月末日。ただし土
　　　　　　・日・月曜日にあた
　　　　　　るときは直前の金曜
　　　　　　日）
８月６日　（平和記念日）
年末年始　（12月28日～１月４日）
特別整理期間

利用案内利用案内

１　五体不満足��� （乙武洋匡　講談社）
２　柔らかな頬��� （桐野夏生　講談社）
３　沈まぬ太陽１～５�� （山崎豊子　新潮社）
４　「少年Ａ」この子を生んで� （「少年Ａ」の父母　文芸春秋）
５　永遠の仔　上・下�� （天童荒太　幻冬舎）
６　美女入門��� （林真理子　マガジンハウス）
７　被写体��� （三浦友和　マガジンハウス）
８　王妃の離婚� 　�� （佐藤賢一　集英社）
９　白夜行��� （東野圭吾　集英社）
10　氷雪の殺人��� （内田康夫　文芸春秋）
11　顔　上・下��� （シドニィ・シェルダン　アカデミー出版）
12　買ってはいけない�� （『週刊金曜日』編　金曜日）
13　秘密��� （東野圭吾　文芸春秋）
14　妻と私��� （江藤淳　文芸春秋）
15　さくら日和��� （さくらももこ　集英社）
16　ファイト！��� （武田麻弓　幻冬舎）
17　小さいことにくよくよするな！（リチャード・カールソン　サンマーク出版）
18　スプートニクの恋人�� （村上春樹　講談社）
19　てのひらの闇�� （藤原伊織　文芸春秋）
20　ゴールドラッシュ�� （柳美里　新潮社）

　広島市立図書館の一般図書で貸出予約の多い本を紹介し
ます。みなさんのお手元に届くまで少し時間をいただくよ
うですが、楽しみにお待ちください。

●　●　●

○全館休館
●中央・各区図書館のみ休館
□こども・まんが図書館・
　あさ閲覧室のみ休館　
■こども図書館のみ休館

　こども図書館については
１月28日、２月15日を開館
します。

○○○
○

○○
○

○

○ ●
○
○
○○

○
○
○○
○ ○○
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１　月
日　月　火　水　木　金　土
　　　　　　　　　　　　１
２　３　４　５　６　７　８
９　10　11　12　13　14　15
16　17　18　19　20　21　22
23　24　25　26　27　28　29
30　31

３　月
日　月　火　水　木　金　土
　　　　　　１　２　３　４
５　６　７　８　９　10　11
12　13　14　15　16　17　18
19　20　21　22　23　24　25
26　27　28　29　30　31

日　　時：１月23日（日）　午後２時～４時
場　　所：中央図書館３階　セミナー室
講　　師：青木美保氏（比治山大学助教授）
申込方法：中央図書館へ電話（222-5542）か来館のうえ、お申込みください。
※　テキストは中央図書館自由閲覧室Ａ室にご用意しております。

□
■

■

２　月
日　月　火　水　木　金　土
　　　　１　２　３　４　５
６　７　８　９　10　11　12
13　14　15　16　17　18　19
20　21　22　23　24　25　26
27　28　29

豪華マンション「ヴァ
ンダール千住北ニュー
シティ」の一室で起

こった一家４人殺し。捜査の
過程で、ローン地獄、競売、
夜逃げ、占有屋、失踪者と
いった現代の闇が、次々にう
かびあがる･･･。
　『家族』を失った家は何処
に流れていくのか、『家族』
のいない『家』は、『家』で
ない何者かになり得るのか－。
　1999年第120回直木賞受賞作。
　現代の家族と家の不思議な
関係を描いてみせた傑作ミス
テリー。

超

宮部みゆき著『理由』

『理由』（宮部みゆき、朝日新聞社）


