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しおり
見本
先着
200 名

はつかいち市民図書館・大野図書館・さいき図書館で「どくしょビンゴゲーム」を行っています。
ビンゴができた先着２００名の方に図書館特製のしおりをプレゼントします！
※ビンゴ用紙はカウンターや児童・ヤングコーナーで配布しています。

今月の展示

《さくらぴあ展示》

『アジアン・ビューティー』
『ASTC アジアトライアスロン選手権 2016/廿日
市』の開催を記念し、はつかいち美術ギャラリーでは、
４月２８日（木）～５月８日（日）までの期間、
「思
い出のアジア市民公募写真展」が行われます。この写
真展にちなんで、アジアの料理や文化、生活に関する

《中央展示》

『おもしろい言葉の世界』
豊かな言葉の世界への扉を開く本を
集めました。
言葉遊びや言い間違い、話し方や悪口
など身近なテーマをお楽しみください。

資料を集めて展示しています。

《企画展示》

『青春ぎっしり！部活小説』
今、まさに部活に熱中している人はもちろん、
かつて部活で青春時代を過ごした方もそうでない
方も、本で部活動を味わってみませんか。部活を
テーマにした小説を集めて展示しています。

１、「火花」
又吉直樹/著

芥川賞 201５年上半期

１、「火花」

文藝春秋

又吉直樹/著 文藝春秋

２、「村上海賊の娘」上
和田竜/著

２、「羊と鋼の森」
2014 年
本屋大賞

新潮社

３、「村上海賊の娘」下
和田竜/著

４、「鹿の王」下

ダイヤモンド社

上橋菜穂子/著 KADOKAWA

KADOKAWA

文藝春秋

東野圭吾/著 KADOKAWA
直木賞
201５年
上半期

７、「過ぎ去りし王国の城」

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

７、「サラバ」上

宮部みゆき/著 KADOKAWA

８、「ロスジェネの逆襲」（半沢直樹シリーズ）
池井戸潤/著

８、「鹿の王」上

直木賞 201４年下半期

2015 年本屋大賞

上橋菜穂子/著 KADOKAWA

９、「天才」

講談社

石原慎太郎/著 幻冬舎

「潮流」
今野敏/著

大和書房

西加奈子/著 小学館

ダイヤモンド社

「祈りの幕が下りる時」
東野圭吾/著

2015 年本屋大賞

５、「ラプラスの魔女」

６、「スクラップ・アンド・ビルド」
羽田圭介/著

３、「人魚の眠る家」
東野圭吾/著 幻冬舎

５、「ラプラスの魔女」
東野圭吾/著

2016 年本屋大賞

宮下奈都/著 文藝春秋

新潮社

４、「銀翼のイカロス」（半沢直樹シリーズ）
池井戸潤/著

芥川賞 201５年上半期

10、
「サラバ」下
角川春樹事務所

直木賞 201４年下半期

西加奈子/著 小学館
2016 年 4/17 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。
『小さな本の大きな世界』長田弘／著 クレヨンハウス 019.5/ｵ
『達人たちの夢の叶えかた』神木隆之介／著 マガジンハウス 281.0/ｶ
『女性に役立つ広島ホスピタルガイド 2016 年版』ガリバープロダクツ Ｌ498.1/ｼ
『大草直子の「これいいっ！」』大草直子／著 マガジンハウス 590.4/ｵ
『赤い心』新井貴浩／著 KADOKAWA 783.7/ｱ
『マンガでおさらい中学英語』フクチマミ／著 高橋基治/著 KADOKAWA 830/ﾌ
『米朝開戦』3・4 マーク・グリーニー／著 新潮社 B933/ｸ
『サブマリン』伊坂幸太郎／著 講談社 F/ｲ
『バビロンの秘文字』３ 堂場瞬一／著 中央公論新社 F/ﾄ
『暗幕のゲルニカ』原田マハ／著 新潮社 F/ﾊ

新刊

こ ど も の ほ ん

『あかいかばんのひみつ』
エマ・アレン/文 フレヤ・ブラックウッド/絵
木坂涼/訳 国土社 E/ﾌ

モニカは、ロケットの絵がついたリュックで小学
校へ行きたいと思っていたのに、お母さんから赤く
て四角い「だっさい かばん」を手渡され、すごく
怒ってしまいます。このかばんには、秘密の力があ
る、とお母さんは言いますが、みんなのリュックが
うらやましくて、お昼を食べてもおいしくなく、何
もいいことがありません。ところが、午後からの「そ
うぞうりょくで あそびましょう」の授業で、モニ
カのかばんが大活躍します。

1969 年に出版された『ぼくがぼくであること』をはじめ、
『あばれはっちゃく』
、
『おれがあいつであいつがおれで』
など映画やテレビドラマにもなった数多くのエンターテイ
メント作品が、角川つばさ文庫になって帰ってきました！
常に目の前の子どもを見つめ、90 年代にボーイズラブの
人気を先取りするなど流行を積極的に取り入れながら、そ
の時代を生きる子どものありのままの感情や言動を軽快に
描いてきた山中さん。山中作品の魅力でもあるその天性の
子ども力は今も健在です。
子どもの頃に楽しんだ方も、主人公たちと同じ小学４～６年生
の皆さんも、今こそ読んでみるべし！！

その他の新刊
『田んぼのコレクション』内山りゅう/写真・文 フレーベル館 616/ｳ
（日本で田んぼをつくるようになって約三千年。今や日本のこころの風景ともなっている田んぼを、写真家の内山
りゅうさんが数年間、定点観察しました。田んぼをとりまく季節のうつろいや生きものたちの生態もよくわかります。
）

ブックスタートは、赤ちゃんと保護者に絵本を開く楽しい体験と一緒に絵本を手渡し、心ふれあう
ひとときを持つきっかけをつくる活動です。
健診の待ち時間を利用して、ブックスタートボランティアが親子に読み聞かせをします。赤ちゃんで
も絵本を楽しむことができる様子を保護者に見てもらえるように２人一組で行うのが理想ですが、人数
が足りないためボランティア 1 人で対応しているのが現状です。多くの方の参加をお待ちしています！

ブックスタート当日の流れ
◆12:50
◆12:50～13:15
◆13:15～

◆14:30～15:00

集合
会場準備手伝いなど
ミーティング
健診の待ち時間にブッ
クスタートの絵本の読
み聞かせ開始
終了予定時間

場
日

所：あいプラザ １階多目的ホール
時：毎月 2 回 水・木曜日
（月により日にちは異なります）
12:50～ 2 時間程度

年に数回でも自分のペースで参加していただけま
す。興味のある方はぜひ見学にお越しください！

当日の状況により終了時間は異なります。

上のお子さんが来ている時は、保護者が健診
に専念できるようにサポートしながら、
「地域で
子育てを応援していますよ」という気持ちを込
めて活動しています。
お問い合わせは図書館まで。℡20-0333

担当：松浦・安達・浦部

[コッカラ]

はつかいち市民図書館には、廿日市市内にある市民
センターから発行されている「市民センターだより」
の展示コーナーがあります。場所は雑誌書架⑥の 2 段
目・3 段目です。
地域の情報が集まっていますので、ぜひチェックし
てみてください。

Wink 読者（２０～３０代）のちょっと上
の世代に向けた、アクティブに、丁寧に、日々
を愉しむための情報誌。
ここぞという時に使いたいこだわりの店
の情報をはじめ、大人の遊び方、暮らし方、
また大人ならではのモノの見方を伝えます。
「広島のオトナ情報誌 coccala コッカラ」
https://www.facebook.com/hiroshimaco
ccala/

全国各地の読みきかせ・絵本大好きな方々
のネットワーク・交流を図るために創刊され
た、絵本と読み聞かせの情報誌。
「上手に読みきかせするには？」「どんな
本がお薦め？」「絵本作家さんの素顔が知り
たい」といった質問・疑問にお答えします。
『絵本と読みきかせの情報誌「この本読んで！」』
http://www.jpic.or.jp/konohon/

◎ちいさいこのためのおはなし会

５月の図書館カレンダー
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【対象】乳幼児
【時間】1 回目
2 回目

1０時３０分～
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。

★ 臨時休館のお知らせ ★
4/28（木）～5/1（日） の期間を「ASTC アジアトライアスロン選手権 2016/廿日市」開催に伴い、
休館いたします。

