
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

●●●●被災地被災地被災地被災地にににに送送送送るためのるためのるためのるための絵絵絵絵本本本本をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています。。。。    

  はつかいち市民図書館では、東日本大震災の被災地の子どもたちに送る絵本を募集し 

ています。ご自宅にある絵本や児童書を図書館にお持ちください。 

 図書館から被災地に送ります。 

●●●●募集期間募集期間募集期間募集期間    

５月２９日（日）まで 

●●●●おおおお願願願願いいいい    

被災地の皆様に気持ちよく読んでいただけるよう、できるだけ傷みのすくない本を 

   お持ちください。本の状態や内容（今回の災害を連想するようなことが載っていない 

か）によっては、被災地へは送らない判断をさせていただくことがありますのでご了 

承ください。 

今月の展示  

＜＜＜＜さくらぴあさくらぴあさくらぴあさくらぴあ展示展示展示展示＞『＞『＞『＞『人形人形人形人形ととととオルゴールオルゴールオルゴールオルゴール』』』』    

５月 1４日（土）～６月１９日（日）美術ギャラリーで開催される「アンティークドール展」に

ちなんで、人形に関する本を幅広く集めました。オルゴールの本やＣＤもあります。 

＜＜＜＜中中中中    央央央央    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『三国志三国志三国志三国志とそのとそのとそのとその時代時代時代時代』』』』    

中国の歴史書『三国志』。映画やゲーム、マンガなどの題材にもなっており、関連した本も多数出

版されています。三国志に関する本を集めて展示しています。 

＜＜＜＜児児児児    童童童童    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『ともだちいっぱいともだちいっぱいともだちいっぱいともだちいっぱい！！！！』』』』    

平成 23 年度青少年育成広島県会議が主催する、平成 23 年度夢配達人プロジェクトに佐伯地域の

玖島小学校が選ばれました。5 月 15 日（日）には、宮西達也さんが玖島小学校にやってきて、生

徒さんたちと一緒に絵本づくりをします。 

＜＜＜＜テーマテーマテーマテーマ    展展展展    示示示示＞『＞『＞『＞『広島本大賞広島本大賞広島本大賞広島本大賞きまるきまるきまるきまる！！！！！！！！』』』』（（（（ノミネートノミネートノミネートノミネート作品作品作品作品もももも併併併併せてせてせてせて展示展示展示展示））））    

広島の書店員がおすすめする広島ゆかりの本、第 1 回広島本大賞。リストもあります。 
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２０１１年本屋大賞 
が決まりました！ 

 

商品である本と、顧客である読者をもっとも知る立場に 

ある書店員が、出版業界を現場から盛り上げていけない 

かという考えから発案された「本屋大賞」。 

「売り場からベストセラーを作る！」という趣旨の下、全 

国書店員の投票から選ばれた今年の「いちばん！売りた 

い本」が決定しました。 

 

大賞  『『『『謎解謎解謎解謎解きはきはきはきはディナーディナーディナーディナーのあとでのあとでのあとでのあとで』』』』 

東川篤哉著 小学館 Ｆヒ 

２２２２位位位位  『『『『ふがいないふがいないふがいないふがいない僕僕僕僕はははは空空空空をををを見見見見たたたた』』』』 

窪美澄著 新潮社 Ｆク 

３３３３位位位位  『『『『ペンギンペンギンペンギンペンギン・・・・ハイウェイハイウェイハイウェイハイウェイ』』』』    

森見登美彦著 角川書店 Ｆモ 

 

 ※いずれも現在、予約を受けつけております。 

 

 

「広島本大賞」があることはご存知ですか？ 
 

 広島県内の書店員が、広島の魅力あふれる本を選ぶ 

「広島本大賞」の第１回目の受賞作も決まっています。 

テーマ展示のコーナーにて、受賞作品およびノミネー 

ト作品の展示を今月末まで行っていますので、そちらも 

ぜひご覧になってみて下さい。 

・・・・『『『『ハブテトルハブテトルハブテトルハブテトル    ハブテトランハブテトランハブテトランハブテトラン』』』』    

中島京子著 ポプラ社 Ｆナ 

・・・・『『『『扉守扉守扉守扉守』』』』        

光原百合著 文藝春秋 Ｆミ 

 

＜今月の新着（一般書）＞ 

図書館には１カ月に約６００冊の新刊が入ります。その一部を紹介します。 
 

『十字軍物語』２ 塩野七生/著 新潮社 230.4/ｼ 

『宰相の資格』 桜井よしこ/著 産経新聞出版 312.1/ｻ 

『最高齢プロフェッショナルの教え』 徳間書店取材班/著 徳間書店 366.2/ｻ 

『老いの才覚』 曽野綾子/著 ベストセラーズ S367.7/ｿ 

『この国で産むということ』 野田聖子/著 ポプラ社 495.4/ﾉ 

『ディズニーのフェルトマスコット＆小物』 ブティック社 594.9/ﾃ 

『女子栄養大学のお料理入門』 小川久惠/著 女子栄養大学出版部 596/ｵ 

『雅楽を聴く』 寺内直子/著 岩波書店 S768.2/ﾃ 

『県庁おもてなし課』 有川浩/著 角川書店 F/ｱ 

『箱庭図書館』 乙一/著 集英社 F/ｵ 

『ちょちょら』 畠中恵/著 新潮社 F/ﾊ 

『感染遊戯』 誉田哲也/著 光文社 F/ﾎ 

 

ヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルトってってってって？？？？    

 

子どもから大人へ、成長していく時期にあ

る１２～１８歳くらいの若者たちのことを

表した言葉です。彼らに向けて集めた本の新

刊を毎月紹介します。 

 

『『『『落語落語落語落語がががが教教教教えてくれたことえてくれたことえてくれたことえてくれたこと』』』』    

柳家花緑／著 講談社 779ヤ 

 小学６年生で「落語家になる」と決めて、

１５歳で落語界に「就職」した著者。祖父

が有名な落語家であるというプレッシャー

や、自分を「天才」と評価する周囲の期待

に、時には苦しんだことも。そんな著者を

救ってくれたのもまた、落語でした。これ

から大人になっていく若者たちへ、「人間」

を語る落語の魅力を伝えています。 

 

『『『『羽州羽州羽州羽州ものがたりものがたりものがたりものがたり』』』』    

菅野雪虫／著 角川書店 Ｆス 

今から千百年ほど前。東北の地「羽州」

で生まれ育ったムメは、村はずれの森で暮

らす流れ者の少年カラスと共に、都からや

って来た貴族の息子・春名丸と出会う。身

分の差を越えて友情を育んでいた三人だっ

たが、羽州と都との間では、戦が起きよう

としていた。平安時代に実際にあった「元

慶の乱」を元にした歴史ファンタジー。 
受賞 

作品 

 
 



ここここ    どどどど    もももも    のののの    ほほほほ    んんんん    

    

『『『『森森森森のみずならのみずならのみずならのみずなら』』』』    

高森登志夫ぶん/え 福音館書店 Ｅ/ﾀ 

森の中に大きなみずならの木がありました。春は

花を咲かせ、夏は枝いっぱいに葉をひろげます。そ

して秋はどんぐりを食べに動物がやってきます。や

がて木は年月を重ね少しずつ弱り、ある日とうとう

倒れました。しかしそこには、ちいさなみずならが

新たな命を育んで…。次の世代へ命をつなぐ 1 本の

木の物語。 

 

『『『『ゴールデンゴールデンゴールデンゴールデン・・・・バスケットホテルバスケットホテルバスケットホテルバスケットホテル』』』』    

ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ･ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ/作 江國香織/訳 ＢＬ出版 933/ﾍ    

    ベルギーの古都ブルージュにある古いホテルに、２

人の姉妹がやってきました。好奇心いっぱいの姉妹は、

すぐにホテルのオーナーの息子と仲良くなり、愉快で

楽しい騒動を巻き起こします。作者の代表作である『マ

ドレーヌシリーズ』以前に描かれた作品で、元気なマ

ドレーヌと１２人の女の子たちも登場します。 

    

    

『『『『ふしぎなまちのかおさがしふしぎなまちのかおさがしふしぎなまちのかおさがしふしぎなまちのかおさがし』』』』    

阪東勲/写真・文 岩崎書店 E/ﾊ 

みなさんはある時ふと、マンホールの模様が人の

顔に見えたり、建物の壁の窓が目のように見えたり

したことはありませんか？ 雨に濡れた道路のしみ

や木の皮の凹凸、空に浮かぶ雲の形まで。作者が町

の中で見つけた「かお」が勢ぞろいの写真絵本です。 

まだ誰も気づいていない町の中のかおを見つけてみ

ませんか。 

 

『『『『シルムシルムシルムシルム    韓国韓国韓国韓国のすもうのすもうのすもうのすもう』』』』    

キム・ジャンソン／作 イ・スンヒョン/絵  

ホン・カズミ/訳 岩崎書店 E/ｲ 

山のようにでっかい赤のチャンサ（力士）と、な

つめの実ほど小さい青のチャンサ。二人の男の、手

に汗握るシルム（韓国の相撲）が始まった！村中の

老若男女が集い、拳を握り締め、ひとつになって楽

しむ決勝戦。戦う力士の躍動感、人々の息づかいが

画面いっぱいに広がる一冊。

そのそのそのその他他他他のののの新刊新刊新刊新刊 

『『『『サンカクノニサンカクノニサンカクノニサンカクノニホンホンホンホン    6852685268526852 のののの日本島物語日本島物語日本島物語日本島物語』』』』伊勢華子 ポプラ社 291/ｲ 

 『「『「『「『「交渉人交渉人交渉人交渉人」」」」になろうになろうになろうになろう    10101010 歳歳歳歳からからからから学学学学べるべるべるべる winwinwinwin----winwinwinwin 交渉交渉交渉交渉のののの基本基本基本基本』』』』山王丸惠子 幻冬舎ルネッサンス 361/ｻ 

『『『『あつまれあつまれあつまれあつまれ！！！！全日本全日本全日本全日本ごとうちごとうちごとうちごとうちグルメグルメグルメグルメさんさんさんさん』』』』絵おおのこうへい 文ふくべあきひろ ブロンズ新社 383/ﾌ    

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊 

ひとりぼっちじゃないひとりぼっちじゃないひとりぼっちじゃないひとりぼっちじゃない  

５月になり、新緑が美しい季節になりました。そして新しい環境にも少しずつ慣れて 
くる頃ですね。今回は「ひとりぼっちじゃない」と思わせてくれる本をご紹介します。 

魔女によって高い塔にたった一人閉じ込められたラプンツェル。魔女が塔の中に入ろうとするときは、

下からこう呼びます。「ラプンツェル、ラプンツェル、おまえのかみをさげとくれ！」するとラプンツェル

は、ながながとのばした美しい髪をさげ、魔女はそれをよじ登ってくるのでした。ある時ラプンツェルは、

ひとりの若者に出会い恋に落ちます。しかしそれを知った魔女は怒り狂い…。2011 年 3月に映画が公開

されたグリム童話です。（①） 

自分を悪い魔法使いだと思っている魔法使いがいました。彼には友だちがひとりもいません。あるとき

チョコレートケーキパーティを開こうと、町じゅうの子どもに招待状を送りました。けれども誰もやって

きません。なぜなら、みんな彼を悪い魔法使いだと思っていたからです。それでも話し相手が欲しい魔法

使いは、小さなリンゴの苗木を見つけ、肥料で作ったケーキをあげました。はたして魔法使いには友だち

ができるのでしょうか？（②） 

はるかむかし、天界の神々が人間の世界とゆききしていたころ、まるで似ていない双子の兄弟がいまし

た。兄のスマントリは美しく、弟のスコスロノは醜いために生まれてすぐに捨てられました。しかしスコ

スロノは森の中でたくましく生きのび、ふしぎな力を身につけていきました。そしてそのふしぎな力で王

に仕える兄を助けます。ところが兄は出世のために弟に短剣を向け…。兄弟の絆と哀しい運命を描く、ジ

ャワ島に伝わる影絵芝居を絵本化した一冊です。（③） 

①『ながいかみのラプンツェル』グリム童話 ﾌｪﾘｸｽ･ﾎﾌﾏﾝ/え せたていじ/やく 福音館書店 Ｅ/ﾎ 

②『魔法使いのチョコレートケーキ』ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾏｰﾋｰ/著 石井桃子/訳 ｼｬｰﾘｰ・ﾋｭｰｽﾞ/画  

福音館書店 933/ﾏ 

③『スマントリとスコスロノ』乾千恵/再話 早川純子/絵 松本亮/監修 福音館書店 Ｅ/ﾊ 

ミニブックトーク 

 



    

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

１１１１    ２２２２    

休館休館休館休館    

３３３３    

    

４４４４    

    

５５５５    

    

６６６６    

休館休館休館休館    

７７７７    

    

８８８８    ９９９９    

休館休館休館休館    

１０１０１０１０    

    

１１１１１１１１    

    

１１１１２２２２    

    

１１１１３３３３    

    

１１１１４４４４    

☆☆☆☆    

１１１１５５５５    

    

１１１１６６６６    

休館休館休館休館    

１１１１７７７７    

    

１１１１８８８８    

    

１１１１９９９９    

    

２０２０２０２０    

◎◎◎◎    

２２２２１１１１    

■■■■    

２２２２２２２２    ２２２２３３３３    

休館休館休館休館    

２２２２４４４４    

    

２２２２５５５５    

    

２２２２６６６６    

    

２２２２７７７７    

    

２２２２８８８８    

☆☆☆☆    

２２２２９９９９    ３０３０３０３０    

休館休館休館休館    

３１３１３１３１    

休館休館休館休館    

            

    

    

５月の図書館カレンダー 

 

◎ちいさいこのためのおはなし会 

【対象】乳幼児 

【時間】1回目 11 時～ 

2回目 11 時 30分～ 

※整理券を相談窓口で配布します 

 

☆おはなし会 

  【対象】幼児～小学校低学年 

  【時間】１１時～   

 

■ストーリーテリングのおはなし会 

【対象】幼児～ 

  【時間】１１時～   

 

ご意見： 

「雑誌のバックナンバーが、最新号の下の棚に置いてあるが、その置き方にルールが無い様に思われる。

棚の中が空になっている所がある一方で、たくさん置いてあるところもある。一定冊数の雑誌を置くよ

うにして欲しいです。」 

 
 

回答： 

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。以前より一定の冊数のバックナンバー

を置くようにしておりましたが、その期間については表示をしていませんでした。原則、週刊誌

については 2 ヶ月分、各週誌については 3 ヶ月分、月刊誌については 6 ヶ月分を雑誌架の下の棚

に置き、それより古いものを書庫に入れています。但し、貸出状況やスペース、紛失の状況によ

って例外があります。この度、③と④番の雑誌棚に、棚の下に置く期間を表示するようにしまし

た。詳しくはカウンターまでお尋ねください。尚、置く期間の変更等は、ご利用の状況に応じて

随時行っていきますので、ご了承ください。 

新新新新しくしくしくしく入荷入荷入荷入荷したしたしたした雑誌雑誌雑誌雑誌とととと休刊休刊休刊休刊したしたしたした雑誌雑誌雑誌雑誌をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします    

「ふれあいらしんばん（点字資料）」を新しく受け入れを開始しました。②の雑誌棚にあり

ます。付属のＣＤは、カウンターにありますのでご利用されたい方はお申し出ください。    
「住まい自分流」が 2011 年 3 月号で休刊になりました。バックナンバーは、書庫に 

ありますのでカウンターまでお越しください。 

 



    

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

１１１１    ２２２２    

休館休館休館休館    

３３３３    

    

４４４４    

    

５５５５    

    

６６６６    

休館休館休館休館    

７７７７    

    

８８８８    ９９９９    

休館休館休館休館    

１０１０１０１０    

    

１１１１１１１１    

    

１１１１２２２２    

    

１１１１３３３３    

    

１１１１４４４４    

☆☆☆☆    

１１１１５５５５    

    

１１１１６６６６    

休館休館休館休館    

１１１１７７７７    

    

１１１１８８８８    

    

１１１１９９９９    

    

２０２０２０２０    

◎◎◎◎    

２２２２１１１１    

■■■■    

２２２２２２２２    ２２２２３３３３    

休館休館休館休館    

２２２２４４４４    

    

２２２２５５５５    

    

２２２２６６６６    

    

２２２２７７７７    

    

２２２２８８８８    

☆☆☆☆    

２２２２９９９９    ３０３０３０３０    

休館休館休館休館    

３１３１３１３１    

休館休館休館休館    

            

    

    

５月の図書館カレンダー 

 

◎ちいさいこのためのおはなし会 

【対象】乳幼児 

【時間】1 回目 11 時～ 

2 回目 11 時 30 分～ 

※整理券を相談窓口で配布します 

 

☆おはなし会 

  【対象】幼児～小学校低学年 

  【時間】１１時～   

 

■ストーリーテリングのおはなし会 

【対象】幼児～ 

  【時間】１１時～   

 

ご意見： 

「雑誌のバックナンバーが、最新号の下の棚に置いてあるが、その置き方にルールが無い様に思われる。

棚の中が空になっている所がある一方で、たくさん置いてあるところもある。一定冊数の雑誌を置くよ

うにして欲しいです。」 

 
 

回答： 

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。以前より一定の冊数のバックナンバー

を置くようにしておりましたが、その期間については表示をしていませんでした。原則、週刊誌

については 2 ヶ月分、隔週誌については 3 ヶ月分、月刊誌については 6 ヶ月分を雑誌架の下の棚

に置き、それより古いものを書庫に入れています。但し、貸出状況やスペース、紛失の状況によ

って例外があります。この度、③と④番の雑誌棚に、棚の下に置く期間を表示するようにしまし

た。詳しくはカウンターまでお尋ねください。尚、置く期間の変更等は、ご利用の状況に応じて

随時行っていきますので、ご了承ください。 

新新新新しくしくしくしく入荷入荷入荷入荷したしたしたした雑誌雑誌雑誌雑誌とととと休刊休刊休刊休刊したしたしたした雑誌雑誌雑誌雑誌をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします    

「ふれあいらしんばん（点字資料）」を新しく受け入れを開始しました。②の雑誌棚にあり

ます。付属のＣＤは、カウンターにありますのでご利用されたい方はお申し出ください。    
「住まい自分流」が 2011 年 3 月号で休刊になりました。バックナンバーは、書庫に 

ありますのでカウンターまでお越しください。 


