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＊ 今月の展示 ＊
《企画展示》

《中央展示》

『男 女 共 同 参 画 って？

今年はノーベル文学賞が…

女 性 の選 択 ・私 の選 択 』

毎年 10 月ごろ発表されるノーベル文学賞。選考主
体のスウェーデン・アカデミーは、関係者のスキャン
ダルにより 2018 年の発表を見送り、2019 年の受
賞者と同時発表すると明らかにしました。そこで今月
は、これまでの受賞者の作品やノーベル文学賞にゆか
りのある資料を集めて展示しています。

「男女共同参画社会」と言われてもピン
と来ないということはありませんか？
「男女共同参画」という考え方がもっと身
近に感じられる本、自分が選んだ生き方を
精一杯生きるためのヒントになる本を集め
ています。

みなさん、こんにちは！ はつかいち市民図書館広報担当の
前回、
「

です。

」についてお話させていただきましたが、みなさん覚えていらっしゃいますか？

「レファレンス」とは

のことです。

その中で興味深いレファレンスがあったので紹介しますね！（*'∀'人）

えええええっ！？ (／ロ゜)／ あの誰もが知ってる豊臣秀吉さんがこの廿日市に！？
と歴女じゃなくても大興奮です。

残念ながら宿泊場所までは分かりませんでしたが、来られたことは次の本にちゃんと記録が残っていま
したよ！
・「廿日市町史

通史編上」廿日市町/編集 廿日市町

1988 年 H217.6 ハ（郷土） P842

・
「棚守房顕覚書」[棚守房顕/原著] 福田直記/編著 宮島町 1975 年 H217.6 タ（郷土） P202
・「桜尾城とその時代」藤下憲明/著 種箆沙論 1982 年 H217.6 フ（郷土）

P63・64、116

興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね♪

新しく入った本（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。
『データサイエンス入門』竹村彰通／著 岩波書店 S 007.6/ﾀ
『これはしない、あれはする』小林照子／著 サンマーク出版 159/ｺ
『お寺はじめました』渡邊源昇／著 原書房 188.9/ﾜ
『素顔の西郷隆盛』磯田道史／著 新潮社 S 289.1/ｻ
『メキシコでアミーゴ!』曽根タマラ／原作 モイライ／作画 KADOKAWA 295.6/ｿ
『平成デモクラシー史』清水真人／著 筑摩書房 S 312.1/ｼ
『フリーランス、40 歳の壁』竹熊健太郎／著 ダイヤモンド社 335/ﾀ
『自分で試す吃音の発声・発音練習帳』安田菜穂／著 吉澤健太郎／著 学苑社 496.9/ﾔ
『ミシュランガイド広島・愛媛』2018 日本ミシュランタイヤ 596/ﾐ
『つくおきのじみべん 迷わずできるかんたん作り置きべんとう』nozomi／著 光文社 596.4/ﾉ
『道ひらく、海わたる 大谷翔平の素顔』佐々木亨／著 扶桑社 783.7/ｵ
『あの人とあの本の話』瀧井朝世／著 小学館 910.2/ﾀ
『おのみち怪談』東雅夫／監修 光原百合／編 門賀美央子／[ほか]筆 本分社 913.6/ｵ
『贖い主』上・下

ジョー・ネスボ／著 戸田裕之／訳

集英社

B 949.6/ﾈ

『駒子さんは出世なんてしたくなかった』碧野圭／著 キノブックス F/ｱ

こ ど も の ほ ん
いますか？

『イクバル

6 月 12 日は

知って

「児童労働反対世界デー」
です。

新しく入った本の中に、児童労働に関する絵本があ
るのでご紹介します。児童労働とはどのようなものな
のか、そして世界の子どもたちの「権利」について考
えてみませんか?

イクバルに関するその他の本

–命をかけて闘った少年の夢-』
キアーラ・ロッサーニ/文 ビンバ・ランドマン/絵
関口英子/訳 西村書店 E/ﾗ
パキスタンの貧しい家庭に生まれた少年イクバルは、
４歳の時に親の借金と引きかえに工場へ連れて行かれ
ました。そこでイクバルは、他の子どもたちと毎日 12
時間以上じゅうたんを織る児童労働をさせられます。休
みはなく、わらい声をあげたり、おしっこがしたい、の
どがかわいたと言うだけで罰としてくさりで織り機に
くくりつけられてしまいます。そんな中でも、イクバル
は自由という名の <小さな夢> を持ち続け、他の子ども
たちと工場から逃げだし…。
「子どもたちの手には、仕事の道具ではなくペンがに
ぎられるべきです！」と児童労働に対して子どもの自由
を唱えたイクバル。イクバルの夢が世界を動かすまでを

描いた伝記絵本です。

『イクバルと仲間たち –児童労働にたちむかった人々-』スーザン・クークリン/著 長野徹・赤塚きょう子/
訳 小峰書店

366/ｸ

『イクバルの闘い –世界一勇気ある少年-』フランチェスコ・ダダモ/作 荒瀬ゆみこ/訳 鈴木出版 973/ﾀ
『マララとイクバル –パキスタンのゆうかんな子どもたち-』ジャネット・ウィンター/さく 道傳愛子/やく
岩崎書店 E/ｳ

はつかいち美術ギャラリーで開催中の「絵画で国立公園めぐり」では、北海道→東北→関東→中部→中国四国
→九州の国立公園の自然豊かな風景が絵画と写真で紹介されています。これを見れば廿日市にいながらにして、
まるで日本全国を旅した気分になれるはず！ そして図書館でも本を手に、旅の気分を味わってみませんか？
旅のお供といえば地図。小学５年生のぼくとシンちゃんは初めて地図をたよりに旅に出かけました。出発点の
駅に降りると地図にはない道があり２人は戸惑いますが、地図と実際の道の方角を確かめながら８キロ先の灯台
を目指します。２人が歩いた道を絵の上でたどりながら、地図記号や等高線などの基本的な地図の知識も学べま
す。地図を見ながら旅した気分を味わえますよ。『ぼくらの地図旅行』那須正幹/ぶん 西村繁男/え 福音館書店
448/ﾅ。もっと地図のことが知りたくなった、自分でも地図を書いてみたい！

という人にはこちらのシリーズ

がおすすめです。『地図っておもしろい！』早川明夫/監修 国土社編集部/編集 国土社 448/ﾁ（シリーズ１～４）。
みなさんは誰と旅がしたいですか？ ひとり旅が好きなケンは特急マリン号で旅に出ますが、隣の席に乗って
きたのは、なんとサンゴロウという名の黒ねこ！ 戸惑うケンにサンゴロウは弁当を分けてくれ、宝探しの旅に
誘います。そして２人は宝の地図を手に、うみねこ族の宝が眠る砂浜の岩山へとやってきますが、切り立ったが
けが行く手をさえぎります。さて、２人は宝物を手にできるのでしょうか？ 『黒ねこサンゴロウ１ 旅のはじまり』
竹下文子/作 鈴木まもる/絵 偕成社 913/ﾀ（シリーズ１～５）。
こんな本もおすすめ
『はっけん! NIPPON-地図と新聞で見る 47 都道府県-』ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｺﾛﾝﾌﾞｽ/構成・文 古谷充子/絵 PHP 研究所 291/ﾊ
『ビジュアル探検図鑑 日本列島-地層・地形・岩石・化石-』猪郷久義/著 岩崎書店 455/ｲ
『日本の国立公園まるわかり事典-体験したい自然がいっぱい!-』加藤峰夫/監修 PHP 研究所 629/ﾆ

ビッグブック（大型絵本）とは、その名の通り、一般的な絵本よりも大きなサイズの絵本です。
絵がしっかり見えるので、たくさんの子どもたちの前で読むおはなし会や、学校・保育園・幼
稚園での読み聞かせによく利用されています。もちろん、おうちで読んでも OK です。好きな絵
本のビッグブックがあれば、読み比べてみるといつもと迫力が違って楽しいですよ。
検索で、
「ビッグブック」と入力し、絵本に ☑ （チェックマーク）を付けると探すことが出来
ます。ぜひおうちでも楽しんでみてくださいね。
例えば
2 2 cm×3 1 cm

の絵本が…

4 2 cm×5 8 cm

所蔵しているビッグブックのタイトル（一部）
・
「ノラネコぐんだんパンこうじょう」

・
「だるまさんが」

・
「やさいさん」

・
「サンドイッチサンドイッチ」

・
「わにわにのおふろ」

・
「100 かいだてのいえ」

など

※ ビッグブックを無理にブックポストに入れると本が傷んでしまうことがあります。
カウンターへ直接お返しください。
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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～

※整理券をお渡ししています。
相談カウンターにお申し付けください。

☆おはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～

３０
※場所はいずれも図書館会議室です。

