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①図書館で本を借りる

しおり

スタンプ GET！

②クイズにチャレンジする

見本

スタンプ GET！

③もう一度図書館で本をかりる

スタンプ GET！

（※①とはちがう日）

３つスタンプを集めると、先着２００名の方に図書館特製のしおりをプレゼントします！

今月の展示
《さくらぴあ展示》

『こぐま社絵本原画展』

《中央展示》

『おはなし会におすすめの絵本』
音・リズムの絵本、あてっこの絵本、たべも
のやのりものの絵本など、おはなし会におすす
めの絵本を集めて展示しています。
おうちでの読み聞かせにもおすすめです。
※５月の中央展示が終わったら、児童展示コーナー
（おはなしコーナー横）で展示する予定です。

４月１７日（金）～５月３１日（日）ま
で、はつかいち美術ギャラリーで「えほん
のちから こぐま社絵本原画展」が、開か
れます。こぐま社の本を展示しています。

《企画展示》

『写真！きれいに撮る、整理する』
デジカメやスマホで、気軽に大量に撮れ
る写真ですが、印象に残るような、垢抜け
た感じの写真を撮るにはコツがあります。
また、撮った後はどう整理・保存していま
すか？ そんな小技などが載った資料を集
めています。

１、「海賊と呼ばれた男」上
百田尚樹/著 講談社

2013 年
本屋大賞

２、「海賊と呼ばれた男」下

１、「鹿の王」上
上橋菜穂子/著 KADOKAWA

２、「村上海賊の娘」上

百田尚樹/著 講談社

和田竜/著 新潮社
2014 年
本屋大賞

３、「村上海賊の娘」上

３、「虚ろな十字架」

和田竜/著 新潮社

東野圭吾/著 光文社

４、「ロスジェネの逆襲」（半沢直樹シリーズ）

４、「村上海賊の娘」下

池井戸潤/著 ダイヤモンド社

和田竜/著 新潮社

５、「宰領」（隠蔽捜査５）

西加奈子/著 小学館

６、「穴」
新潮社

芥川賞
2013 年
下半期

７、「後妻業」

桜木紫乃/著 集英社

６、「フランス人は１０着しか服を持たない」
ジェニファー・L.スコット/著 大和書房

７、「鹿の王」下

黒川博行/著 文芸春秋

８、「ホテルローヤル」

直木賞
2014 年
下半期

５、「サラバ！」上

今野敏/著 新潮社

小山田弘子/著

2015 年
本屋大賞

直木賞
2013 年
上半期

９、「虚ろな十字架」

上橋菜穂子/著 KADOKAWA

８、「火花」
又吉直樹/著 文藝春秋

９、「サラバ！」下

東野圭吾/著 光文社

西加奈子/著 小学館

「悲嘆の門」上

「明日の子供たち」

宮部みゆき/著

有川浩/著 幻冬舎

毎日新聞社
2015 年 4/21 現在

＊＊＊ 今月の新刊（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。
『本当に頭がよくなる１分間読書法』石井貴士/著 SB クリエイティブ 019.1/ｲ
『屋根ひとつお茶一杯』ドミニック・ローホー/著 講談社 159/ﾛ
『ドイツ大使も納得した、日本が世界で愛される理由』 フォルカー・シュタンツェル/著 幻冬舎 361.5/ｼ

『図解中高年のための生活習慣病を予防する検査数値の見方がわかる本』
阿久澤まさ子/他監修 日東書院本社 493.1/ｽ

『世界で一番おいしいココナッツオイルレシピ』伊藤栄里子/著 文化学園文化出版局 596/ｲ
『決めて断つ』黒田博樹/著 ベストセラーズ B783.7/ｸ
『限界点』ジェフリー・ディーヴァー/著 文藝春秋 933/ﾃ
『土漠の花』月村了衛/著 幻冬舎 F/ﾂ
『神様のカルテ０』 夏川草介/著 小学館 F/ﾅ

新刊

こ ど も の ほ ん

『カエサルくんと本のおはなし』

『トヤのひっこし』

いけがみしゅんいち/文 せきぐちよしみ/絵 福音館
書店 Ｅ/ｾ

イチンノロブ・ガンバートル／文 バーサンスレン・
ボロルマー／絵 津田紀子／訳 福音館書店 Ｅ/ﾎ

しょうたが図書室で本を開くと、本の中からロ
ーマの将軍カエサルが出てきてびっくり！ 「た
いせつなことを正確にずっと先まで伝えたい」そ
んな思いから作られた「本」。しょうたはページ
がある本の形「冊子」を思いついたカエサルや、
印刷術を発明したグーテンベルク達から本の成
り立ちを教えてもらうことになります。

春の終わりに、モンゴルの大地でテントのよう
な家、「ゲル」に住む女の子、トヤとその家族が
引っ越します。それは、ラクダの背中に机やいす、
たたんだゲルや食べ物を載せ、飼っているヤギな
どの動物と、広いゴビ砂漠や高い山を越え、何日
もかかる大移動です。家族の表情や、さまざまな
モンゴルの風景が丁寧に描かれています。

その他の新刊
『テンプル・グランディン自閉症と生きる』サイ・モンゴメリー/著 杉本詠美/訳 汐文社 289/ｸ
（タイム誌の「世界で最も影響力をもつ百人」にも選ばれた彼女は、動物愛護活動家として、また同時に食肉処理施
設の設計者としても活躍し、その様子は映画にもなりエミー賞を受賞しました。）

ミニブックトーク

長 新太 没後 10 年

今年は、ナンセンス絵本の第一人者、長新太さんの没後 10 周年です。長さんは 1927 年 9 月に東京
で生まれ、30 歳頃まで漫画制作を中心に活動していましたが、堀内誠一さんから薦められた『がんばれさ
るのさらんくん』
（1958 年刊）の仕事をきっかけに、子どものためのイラストレーションや絵本の制作を
始めました。1959 年には『おしゃべりなたまごやき』で文藝春秋漫画賞、1981 年には『キャベツくん』
で絵本にっぽん大賞を受賞するなど、多くの作品を生み出し、2005 年 6 月に 77 歳で亡くなりました。
長さんは「絵本の構想をふくらませるイースト菌のようなものはなにか？—わたしの場合はユーモアであ
る。
」と語っています。小学生の女の子の「ミミズのえほんをつくってください」という声に応えて描いた
『みみずのオッサン』では、チョビひげを生やしたミミズを登場させ、
「エリック・カールの作品には『は
らぺこあおむし』というのがある。あおむしがよくて、ミミズがわるいわけがない。
」とユーモアたっぷり
に語っています。
また、生まれ変わったら「ぼくはイカやタコが好きだから、イカやタコになりたい」とも言っていた長さ
んは全国のほとんどの水族館だけでなく、ヨーロッパでもたくさんの水族館を回ったほどの水族館好きで
した。
『ノンビリすいぞくかん』を読めば長さんの気持ちになれるかもしれませんよ。
児童新刊展示棚の横に、長新太さんの作品を集めて展示しています。絵を見た瞬間、何かを感じる絵本づ
くりを心がけていたという長さんの世界をぜひ、様々な作品から感じてみてください。
『がんばれさるのさらんくん』中川正文/作

長新太/画

福音館書店

『おしゃべりなたまごやき』寺村輝夫/作 長新太/画 福音館書店
『キャベツくん』長新太/文・絵

E/ﾁ

文研出版 E/ﾁ

『みみずのオッサン』長新太/さく 童心社
『ノンビリすいぞくかん』長新太/さく
参考文献：
『長新太

Ｅ/ﾁ（こども・かがくのともコーナー）

E/ﾁ

理論社 913/ﾁ

ナンセンスの地平線からやってきた』土井章史/編 河出書房新社 726.5/ﾁ

『長新太が好き。アンコール!おかしな絵本の世界』今江祥智/編 PHＰｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
『長新太

こどものくにのあなきすと』河出書房新社

726.5/ﾁ

726.5/ﾁ

日時：５月３日（日）１１：００～
場所：はつかいち美術ギャラリー
展示室内
対象：幼児～（大人の方もどうぞ）
※事前申し込みは不要ですが、観覧券が
必要です。
《問い合わせ先》

４月３０日で中国新聞夕刊が休刊にな
り、５月１日から新たに「中国新聞ＳＥＬ
ＥＣＴ」が創刊されました。
他の新聞と同じく、当日分は出入り口近
くの新聞架に置き、過去一カ月分は館内一
番奥の新聞架に置きますので、ご希望の方
は館内で閲覧することができます。
（※なお、「中国新聞ＳＥＬＥＣＴ」は、
日曜日・祝日の翌日が休刊となります。）

「中国新聞 ＳＥＬＥＣＴ」

はつかいち美術ギャラリー

朝刊と連動した政治、国際、経済ニュースはもち
ろん、広島県内や中国地方の話題、課題などを深

開館時間/10：00～18：00
（入館は 17：30 まで）
休 館 日/月曜日※ただし 5/4（月・祝）は

く掘り下げ、あなたの「知りたい」にしっかり答えます。
（「中国新聞ＳＥＬＥＣＴ」ホームページより

開館し、5/7（木）休館

http://www.chugoku-np.co.jp/koudoku/pc/select/）

Ｔ Ｅ Ｌ/（0829）20-0222
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

５月の図書館カレンダー
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◎ちいさいこのためのおはなし会
【対象】乳幼児
【時間】1 回目 1０時３０分～
2 回目 11 時～
※相談窓口で整理券をお渡ししています。
カウンターにお問い合わせください。

◆ストーリーテリングのおはなし会
【対象】幼児～大人
【時間】１１時～

☆おはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～
※場所はいずれも図書館会議室です。

