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日本を代表する国民的漫画『サザエさん』が、今年生誕７０周年を迎えました。
佐賀県で生まれた作者・長谷川町子は、漫画『のらくろ』の作者・田河水泡のもとに弟子入りし、１５歳の若さで漫画家
デビューを果たします。日本人初の、女性プロ漫画家の誕生でした。
４コマ漫画『サザエさん』は終戦の翌年から、新聞で連載を開始します。町子は、戦後の暗い情勢の中「なるべく明る
いものを」という思いで、日常的な明るい笑いのある漫画として『サザエさん』を描きました。連載は様々な新聞を渡り、
何度かの休載をしながら、２８年間もの長い間続きました。
１９６６年から放送を開始したアニメも、昨年放送４５周年を迎え、今では日本を代表する長寿番組となっています。
◆サザエさん・長谷川町子に関する資料◆

◆長谷川町子の生涯と主な作品◆
1920 年

佐賀県で三人姉妹の次女として生まれる

1934 年

漫画家・田河水泡に弟子入り

1935 年

『狸の面』で漫画家デビュー

1946 年

『サザエさん』連載（～1974 年）

1957 年

『エプロンおばさん』連載（～1965 年）

YA 726 ハ

1966 年

『いじわるばあさん』連載（～1971 年）

サザエさんの東京物語

726 ハ

1966 年

テレビアニメ『サザエさん』放送開始

対訳サザエさん

837 ハ

1978 年

エッセイ漫画『サザエさんうちあけ話』連載

人生を切りひらいた女性たち ３

L 28 ジ 3

1985 年

長谷川町子美術館開館（東京世田谷）

1987 年

エッセイ漫画『サザエさん旅あるき』連載

サザエさんと

38 サ
1992 年

心不全のため死去（享年 73 歳）

サザエさんをさがして

210.7 サ

古きよきサザエさんの世界

210.7 シ

よりぬきサザエさん 復刻

YA 726 ハ

長谷川町子の漫畫大會

726 ハ

サザエさん旅あるき

日本の春・夏・秋・冬を楽しもう！

国民栄誉賞を受賞（漫画家初）

【視聴覚資料】 サザエさん音楽大全

CD Z サ

☆☆☆

こどもコーナー７月のとくしゅう本

「色をたのしむえほん」
「よいえほん」

と

お知らせ

☆☆☆

６月３０日（木）と
７月２８日（木）は、
館内整理日のため
休館いたします。

第６２回 青少年読書感想文全国コンクール

課題図書

太田市立中央図書館では、６月１５日から貸し出しを開始します。
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① 課題図書の貸出・予約は、太田市内に在住・在学の対象学年の方のみ
とさせていただきます。
② 対象学年の方のカード１枚につき１冊の貸し出し、貸出期間は１週間です。
③ 貸出期間の延長は出来ません。予約は１回につき１点のみです。
④ 借りている間は他の課題図書の予約はできません。
…詳しくは、カウンターまでおたずねください。

◆ 小学校の部 ◆
１・２年生

３・４年生

ボタンちゃん

Ｅ

オ アオ

ＰＨＰ研究所

いとう みく／作
丸山 ゆき／絵

ボタンちゃんとボタンホー
ルちゃんはふたりでひとつ。
いつもなかよしです。ところ
がある日、ボタンちゃんを
とめていた糸が切れてしま
いました。転がっていった
ボタンちゃんは、おもちゃ箱
の裏側にたどりつき…。

ミルクを飲んでもすぐに吐い
てしまう妹は、１歳になっても
まだ歩けないし、立てないし、
ハイハイも、おすわりもできな
い。医者に、障がいがあるかも
しれないと言われ…。
生まれたばかりの妹と共に過
ごす、少女の１年を描く。

９１３ イ
そうえん社

９３ ア

金の星社

岩波書店

みずたまのたび

ポプラ社

鈴木出版

Ｆ．エマーソン・アンドリュース／作

Ｒ．Ｊ．パラシオ／作
中井 はるの／訳

リッキーとアンは、おじいち
ゃんの家に行く途中、見知ら
ぬ町で１日を過ごすことにな
りました。その町の名前は
〈さかさ町〉
。この町は、なに
もかもさかさまです。車しょ
うさんに案内されて、ふたり
はホテルにつきましたが…。

生まれつき顔に障害がある
オーガストは、１０歳では
じめて学校に通うことに。
オーガストのことを避ける
生徒がいる一方で、オーガ
ストの話を面白いと感じ、
そばにいる同級生も少しず
つ増えていく。そんなとき、
夏のキャンプで事件が起こ
り…。

９３ パ
ほるぷ出版

ここで土になる

Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ／文
ジル・マケルマリー／絵
池本 佐恵子／訳

Ｅ

マ キイロ
ＢＬ出版

成績の良さを皮肉られ、クラ
スで仲間はずれにされてい
た小５の周は、海外で働く祖
父の誘いでスリランカへ。
茶畑で出会った少女ジャヤ
を通して、スリランカの民族
対立を知った周は、自分とま
わりの関係に置きかえて考
え始め…。

ワンダー

木のすきなケイトさん

アンヌ・クロザ／作
こだま しおり／訳

アリとくらすむし

９１３ ナ

ルイス・スロボドキン／絵
小宮 由／訳

いじわるや自分勝手をする
と黒コインが、勇気を出した
り努力すると銀コインがた
まる「きもちぎんこう」
。
通帳が黒コインでいっぱい
になると、いい心が消えてし
まうという。
あわてたゆうたは…。

ネコの水入れに、ひとつぶ
のこった小さなみずたま
が旅にでる。太陽のおかげ
で空に舞い上がり、雲にの
り、雨になって…。
さまざまなかたちに、すが
たを変え、いろんないきも
Ｅ ク キイロ のに出会いながら、地球を
西村書店
めぐるみずたまの冒険。

中川 なをみ／作

さかさ町

ふじもと みさと／作
田中 六大／絵

４８ シ

茶畑のジャヤ

二日月

小川 洋子／作
岡田 千晶／絵

ひみつのきもちぎんこう

９１３ フ

５・６年生

ケイトは、森のなかで遊び、
木がともだち。木の勉強が
なによりすきでした。けれ
ど、大学を卒業し、教師と
なってサンディエゴで働く
ことになりますが、そこは
木がほとんどない、砂漠の
町で…。

大西 暢夫／著

２９１ オ
アリス館

熊本県の五木村。ここに、
尾方さん夫婦が暮らしてい
る。ほかの村人は、全員引
っこしていった。ダムを造
ろうとする計画が持ち上が
ったからだ。大イチョウの
植えかえも計画されたが…。
集落に残った、大イチョウ
と尾方さん夫婦の暮らしを、
写真とともにつづる。

大村智ものがたり

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業

島田 たく／写真・文

中村 文人／文

馬場 錬成／著

アリは、じつはたくさん
の虫たちと一緒にくらし
ています。アリからえさ
をもらう虫。アリを食べ
る虫。アリにかくれる虫。
そして、アリと助けあう
虫。アリと一緒に生きる
虫たちを、迫力ある写真
５１ ナ
で紹介します。
佼成出版社

コロッケ先生こと小六信和（こ
ろくのぶかず）さんは、小学校
や中学校を回り、古紙のリサイ
クル授業を行っています。コロ
ッケ先生のねがいは、ゴミ箱に
すてられる紙を１枚でも多く救
うことなのです。コロッケ先生
はどういう人で、どんな授業を
行っているのかを紹介します。

熱帯地方には、小さな寄生虫
が引き起こすオンコセルカ症
という恐ろしい病気がありま
す。大村智（おおむらさとし）
先生は、この病気にかからな
い薬を開発して、ノーベル賞
をもらいました。大村智先生
がノーベル賞をもらうまでの
道のりを紹介します。

◆ 中学校の部 ◆
ＡＢＣ！ 913

イ

白いイルカの浜辺

93 ル

２８ オ
毎日新聞出版

生きる

36 モ

◆ 高等学校の部 ◆
ブロード街の１２日間
タスキメシ 913.6ＹＡ
ヌ 93 ホ

ハーレムの闘う本屋

933 ネ

シンドラーに救われた少年

うなぎ一億年の謎を追う 66 ツ
※小中学校の課題図書は、市内４図書館のほか、各行政センターでもご利用になれます。

289.3 レ

