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はつかいち市民図書館
電話（0829）20-0333
廿日市市下平良 1-11-1

ホームページ http://www.hiroshima-hatsukaichi-lib.jp/

『ＡＳＴＣアジアトライアスロン選手権 2016/廿日市』開催に
伴い、以下の期間を休館いたします。

臨時
休館
※大野・さいき図書館は、4 月 29 日（祝）～5 月 1 日（日）は通常通り開館しています。
※4 月 28 日（木）は図書整理日のため、3 館とも休館しています。
休館中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

《中央展示》

今月の展示
《さくらぴあ展示》

『地球を感じるスポーツ！ トライアスロン』 『日本のふる里を描く「原田泰治の世界」』
はつかいち美術ギャラリーで、4 月 24 日（日）
まで『日本のふる里を描く「原田泰治の世界」』の
展覧会が行われます。
この展覧会にあわせて、原田泰治さんの作品が
載った資料や、日本のふる里（主に中国地方）に
関連する資料を集めています。

《企画展示》
海や湖を泳ぐスイム、美しい海岸や山林を駆け抜
けるバイクとランからなるトライアスロン。
4 月 29 日（祝）～ 5 月 1 日（日）の 3 日間、「Ａ
ＳＩＣアジアトライアスロン選手権 2016/廿日市」
が木材港周辺を舞台に開催されます。
水泳・自転車、マラソンなどに関する本を展示し
ています。

『暦のはなし』
皆さんの家にはどんなカレンダーがあります
か？ スケジュール帳や携帯電話にもカレンダ
ーがありますね。でもなぜ、カレンダーが今の
ような形になったのでしょう？ うるう年の今
年、こよみに着目してみませんか。カレンダー
や年中行事に関する本を集めています。

４月２４日（日）～５月３１日（火）までの期間、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」を行います。
期間中に「どくしょビンゴ」ができると、日本十進分類法の擬人化キャラクターのしおりを先着
２００名の方にプレゼントします！ ※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。
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＊＊＊ 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。
『51 歳からの読書術』永江朗／著 六耀社 019/ﾅ
『あなたが世界のためにできるたったひとつのこと』ピーター・シンガー／著 関美和／訳 NHK 出版
151.5/ｼ

『広島藩』土井作治／著 吉川弘文館 217.6/ﾄ

『起業 1 年目の教科書』今井孝／著 かんき出版 335/ｲ
『東大生が知っている!努力を結果に結びつける 17 のルール』 清水章弘／著 幻冬舎 379.7/ｼ
『子どもの花粉症・アレルギー性鼻炎を治す本』永倉仁史／監修 講談社 493.9/ｺ
『フランス人は 10 着しか服を持たない』2 ジェニファー・L.スコット／著 神崎朗子／訳 大和書房
590.4/ｽ

『爆買いを呼ぶおもてなし』柯麗華／著 静岡産業大学／編 静岡新聞社 689.2/ｶ
『大瀬良大地メッセージ BOOK-大地を拓く-』大瀬良大地／著 廣済堂出版 783.7/ｵ
『幹事のアッコちゃん』柚木麻子／著 双葉社 F/ﾕ

新刊

こ ど も の ほ ん
『こぶたものがたり』

『目でみる 1mm の図鑑』
こどもくらぶ/編

東京書籍

～チェルノブイリから福島へ～

404/ﾒ

この本は「１mm であそぼう！」、
「１mm を実
感しよう！」、
「１mm の拡大」、
「マイクロ・ナノ
の世界」の４つのパートに分かれています。ミリ
単位にちなんだクイズのほかに、一寸法師、かぐ
や姫らの身長を紹介したコラムもあります。お札
の表面を拡大すると、千円札の桜の図柄の中に
「ニ、ホ、ン」の文字が隠れていたり、人物の髪
の毛が１本１本、丁寧に描かれていたりと、すぐ
れた印刷の技術が見えます。
１ミリを基準に、楽しみながら大きさのつなが
りが確認できる図鑑です。

中澤晶子/作

ささめやゆき/え 岩崎書店

913/ﾅ

チェルノブイリの少女ターニャと福島の少女な
つこには、それぞれ友達のように大切に飼ってい
るこぶたがいました。けれど二人は突然、
「ここは、
あぶない」と言われ、大好きなこぶたを置き去り
にしなければなりませんでした。泣きながらこぶ
たと別れる少女たち。何も知らないこぶたたちは
その場所でずっと待っています。
国も時代も違うけれど、原発事故によって、ふ
るさとに帰れなくなった人々と、被災地にとりの
こされたこぶたたちの物語です。

その他の新刊
『考えよう！やってみよう！フェアトレード 1～3』こどもくらぶ/編 彩流社 678/ｶ
（世界中で起きている貧困や格差、環境破壊などの問題を解決する有力な手段の１つである“フェアトレード”。時間
やお金をかけなくてもアイディア１つで楽しく参加できる、その活動を理解し、何ができるか考えてみませんか。）

ミニブックトーク

柿本幸造 生誕 100 年

を振り返って…

「どんくまさん」シリーズや『どうぞのいす』でお馴染みの柿本幸造さんは、2015 年に生誕１００年
を迎えました。1915 年に広島県高田郡吉田町（現・安芸高田市）に生まれた柿本さんは、20 歳で上京
して広告会社に就職し、39 歳の時、月刊絵本『よいこのくに』に挿絵が掲載されたのをきっかけに、子ど
もの本の絵を描くようになりました。そして 52 歳の時に『どんくまさん』
、66 歳の時に『どうぞのいす』
を出版し、83 歳で亡くなるまで自然豊かな鎌倉の自宅でたくさんの作品を描きました。
その中でも 30 年に渡ってシリーズ 26 冊が刊行された「どんくまさん」シリーズは、毎回、絵本制作者
の武市八十雄さんと文を担当した蔵冨千鶴子さん、そして柿本さんの 3 人の寄り合いによってモチーフや
内容が練られました。どんくまさんという名前も３人が頭を悩ましていた時に、武市さんの娘さんが絵を
見て「なあんだ、ドンくまさんじゃない」と言ったひと言で決まったとのこと。また柿本さんは自分の仕
事に厳しく、毎度のように刷り上がった絵を見て「まずいねえ」と言い、自分の絵に納得することがなか
ったそうです。そんな中、唯一気に入って喜んでいた作品は『じゃむじゃむどんくまさん』だとか。りん
ごの甘い香りが画面いっぱいにあふれる作品です。
その他にも柿本さんは、とりわけ好んで生まれ育った広島の山の中の風景を描いており、その作品は『お
さなごころの風景』にまとめられています。慈しむ心で一生懸命に作品を描き、作品がうまく刷れた際は
編集者を誉め、バス停まで見送ってくれた柿本さん。そんな人柄を作品の数々から感じてみませんか。
『どんくまさん』柿本幸造/絵 蔵富千鶴子/文
『じゃむじゃむどんくまさん』柿本幸造/絵

武市八十雄/案

至光社

蔵冨千鶴子/文 至光社

『どうぞのいす』香山美子/作 柿本幸造/絵 ひさかたチャイルド

E/ｶ

E/ｶ

E/ｶ

参考文献：
『この本読んで！2015/8 2015 年秋号』（雑誌：大野館所蔵）
『おさなごころの風景-柿本幸造作品集-』柿本幸造/画 至光社 726.5/ｶ

児童新刊展示棚の横に
柿本さんの作品を集めて
展示しています！

『ひだまりをつくるひと-柿本幸造絵本画集-』柿本幸造/絵 学研教育出版（所蔵なし）

はつかいち市民図書館では、廿日市市内に活動拠点のある団体（読み聞かせボランティア・学校・
公民館・児童会等）に団体貸出を行っています。

貸出対象

廿日市市内で読書活動を行う団体

貸出期間

２ヵ月

貸出冊数

２００冊（※視聴覚資料は個人視聴用なので貸出できません）

既にご登録いただいている団体の方も、毎年４月１日以降に利用登録の更新手続きが必要となりま
す。カウンターにある「団体貸出利用申込書」にご記入の上、提出してください。
※公共施設・ＮＰＯ団体等は施設の住所の確認を、読み聞かせグループ等の団体は代表者または

本の所在が確認できる方の住所の確認をさせていだきます。

また、団体利用登録をされた団体の会員で、図書館利用
カード（団体用）の持参が困難なときは、右の会員用カー
ドの提示を平成２８年度からお願いいたします。
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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。

☆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。

★ 途中からの入室はご遠慮ください ★

★ 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。

