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平成２７年１１月１日（日）から 

 

播磨圏域、７市８町の図書館が利用できます！ 
 
 

たつの市にお住まいの方は、たつの市以外の播磨圏域連携中枢都市圏の図書館も利用

することができます。図書館の利用は、それぞれの図書館の規則に従ってください。 
 
 

○ 貸出利用券の発行について 

それぞれの図書館に、運転免許証など（住所確認できる 

もの）を持参し、手続きをしてください。 
 

○ 図書の貸出について  

貸出冊数など図書館によって異なります。  
 

○ 図書の返却について 

借りた市町の図書館に返却してください。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2015年 10月 1日 発行 

たつの市立図書館 
龍 野 図 書 館   TEL(0791)62-0469 

新 宮 図 書 館   TEL(0791)75-3332 

揖保川図書館   TEL(0791)72-7666 

御 津 図 書 館   TEL(079)322-1007 

http://www.city.tatsuno.lg.jp/library/index.html 

No．121 10月号 
ら  い 

図書館へ気軽にぶらりと来館していただきたいという思いで命名しました。 

 図書館を英語で「Library(ライブラリー)」といいます。 

 

携帯専用サイトへは、

左のＱＲコードから 
(https://www.lib015.nex

s-service.jp/tatsuno-cit

y/mobile/index.do） 
 

ら  い 

図書館へ気軽にぶらりと来館していただきたいという思いで命名しました。 

 図書館を英語で「Library(ライブラリー)」といいます。 

 

利用できる市町名 
 

姫路市・相生市・加古川市・高砂市・加西市・宍粟市・稲美町 

播磨町・市川町・福崎町・神河町・太子町・上郡町・佐用町    
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本棚・１０８ 

『ヒトの脳にはクセがある －動物行動学的人間論』 小林 朋道 著 新潮社  

 

本書によれば、ヒトの脳は、

取り込む刺激の種類や解析の

仕方について、かなりの偏り

（つまり、クセ）をもった情報

処理機関であり、その偏りは、

ヒトという種が誕生した生活

環境の中で、次世代に自分の子

どもを残しやすいようになっているという。 

ヒトが普遍的に持つ「威嚇顔検知優先性」と

いう心理特性は、喜怒哀楽、様々な表情の顔が

並んだ状況の中で、怒った顔を最も早く認知す

る。この特性の存在意義は、自分の生存・繁殖

を脅かす危険性のある対象（怒った顔など）に

敏感に反応する個体が、自然淘汰では残りやす

くなるためだといえる。また、数百万年の人類

史の大部分、ヒトは狩りをする動物であると同

時に、狩られる動物として、危険が多く潜む自

然の中で生きてきた。実際、現在も狩猟採集を

行っている自然民の事故による死傷原因は、「毒

ヘビ」「猛獣」「落雷」「樹上からの落下」「溺死」

などである。一方、現代の神経症である「特定

恐怖症」の症状で、その対象となりやすいのは、

「猛獣」「ヘビ」「クモ」「高所」「水流」「落雷」

などである。先進国の疾患・自然死以外の死亡

の原因は、「自動車」「刃物」「電気」「銃」であ

るのに、それらが特定恐怖症の対象になること

は極めてまれであるという。すなわち、現代人

の脳は、狩猟採集時代に適応した状態を今も保

っているのではないか、と著者は語る。（「今も

残る狩猟採集時代の反応」より） 

1章読みきり風
．
の構成の随所に、動物行動学的

アイデアとユーモアがちりばめられた一冊。ヒ

トの脳という不可思議な存在への探究心を駆り

立てられる。      （御津図書館 西田） 
 

  

トピックス     第69回読書週間 標語   

いつだって、読書日和 
                                          
  たつの市立図書館では、読書週間（１０月２７日～１１月９日） 

に、下記の行事を予定しております。関連本を用意してお待 
ちしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 親子わらべうた講座  
 
親子で絵本やわらべうたを 
楽しみましょう。 
 

【日時】 

第１回１０月２４日（土） 

 第２回１１月 １日（日） 

 第３回１１月 ７日（土） 

※いずれも午前１１時～ 

１１時４０分 

【講師】小早川美鈴氏  

【場所】龍野図書館２階研修室 

【対象】０歳～３歳児と保護者 

【定員】親子１５組 

（要申込・先着順） 

【申込先】龍野図書館 

 

 育じい・育ばあのための 
  絵本講座  

 
お孫さんへの読みきかせの
疑問に図書館員がお答えし
ます。 
 
【日時】１０月２７日（火） 

午前１０時～１１時 

【場所】アクアホール  

２階 第３会議室 

【対象】４歳以下のお孫さん 

をお持ちの方や子どもと 

本に関わる方 

【定員】２０名 

（要申込・先着順） 

【申込先】揖保川図書館  

 

 市制１０周年記念講座  

入門『播磨新宮町史』を読む 
 
『播磨新宮町史』をテキストに、郷土の
歴史を各時代のテーマに沿って学びま
す。 
【日時】 
第１回 １１月８日（日） 

「風土記に書かれた古代の新宮」 

講師 岸本道昭氏 たつの市教育委員会 

第２回 １２月６日（日) 

「地域社会の中の城山城」 

 講師 市澤哲氏 神戸大学大学院教授 

第３回 １月１７日（日） 

「庶民の目で見た近世」 

 講師 内海隆彦氏 元兵庫県立高等学校教諭 

第４回 ２月２８日（日） 

「明治の頃の新宮町の注目される人

物～田峰楳吉を中心に～」 

 講師 竹本敬市氏 近大姫路大学特任教授 

※いずれも午後１時３０分～３時 

【場所】新宮図書館 研修室   

【定員】４０名（要申込・先着順） 

【申込先】新宮図書館 
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おすすめする子どもの本・112 

『どろんこ こぶた』 アーノルド・ローベル 作 岸田 衿子 訳 文化出版社 

お百姓のおじさんとおばさんが、こぶた

を可愛がっていました。そのこぶたは、食

べること、駆け回ること、眠ることが大好

きで、特に柔らかい泥んこの中に沈んでい

くことが何より好きでした。 
ある朝、おばさんは大掃除を始めました。

汚いぶた小屋も掃除し、こぶたも洗って綺

麗にしました。ところが、こぶたは大好き

な泥んこがなくなり怒って、泥んこを探し

に家を出ます。泥んこのある沼を見つけま

すが、亀や蛇に追い出されます。ゴミの山

の中を探しても見当たらず、町にきて、よ

うやく大好きな泥んこを見つけました。勇

んでその中へ、座ったまま、ずずずーっと

沈んでゆきましたが、泥んこは段々硬くな

り、こぶたは動けなくなりました。泥んこ

だと思っていたのは、セメントだったので

す。町の人がセ

メント漬けのぶ

たを見るために

次々とやって来

ました。そこへ、

こぶたを探して

いたお百姓さん

が来て、お巡り

さんや消防士さんを呼んで助けだします。   
こぶたはお百姓さんと一緒に帰り、大雨

で出来た新たな泥んこにずずずーっと沈ん

でいきました。 
助け出されたこぶたがおじさんおばさん

の腕に飛び込む場面は、ほっと心温まり、

表情豊かに描かれたこぶたはユーモアにあ

ふれています。読んであげるなら、５歳く

らいから。   （揖保川図書館 上田）

 
『フィオリモンド姫の首かざり』 ド・モーガン 作 矢川 澄子 訳 岩波書店 

 

まばゆいばかりに美しいフィオリモンド

姫は、その美貌とは裏腹に邪悪な心の持ち

主で、山奥に住む老魔女から、こっそりと

悪い魔術を教わっていました。 

そんなある日、姫に結婚話が持ち上がり

ました。結婚すれば魔術が使えなくことを

嘆く姫に、魔女は金のくさりでできた首飾

りを授けました。この金のくさりに触れた

者は誰であろうと

宝石の珠
たま

になり、そ

のくさりに連ねら

れてしまうのです。 

姫は結婚の申し

込みにくる王子達

をそそのかしては、

金のくさりに触れ

させ、次々と首飾り

の珠を増やしていきました。 

 １１人目の犠牲者となった王子の親友ジ

ャーベスは、突然消えた王子の行方を追う

うち、姫の首飾りの秘密をつきとめました。

ジャーベスは王子を救うため、１２人目の

求婚者に姿を変えて姫に挑みます。（「フィ

オリモンド姫の首飾り」） 

 驕
おご

りたかぶった姫が、美しさに執着する

あまり自らを滅ぼす結果となった表題作の

他に、妖精によって赤ん坊の心が盗まれる

「ジョアン姫のハート」など７編が収めら

れています。 

 昔話を思わせる、しっかりとした骨組み

のストーリーに、情緒豊かな描写が肉付け

されたこの物語集は、どれも幻想的で不思

議な雰囲気に満ちており、読む人を魅了し

ます。小学５年生くらいから。 

（御津図書館 岡村） 



館 名 行 事 対 象(上段） ・ 時 間（下段） １０月の予定

●えほんのじかん　  1～３歳児、保護者  ３日

　第１土曜日（11時～11時20分）  『おおきなかぶ』 他

子どもの本を読む会  一般 ※会場が変更になっています  ８日

 『魔女ジェニファとわたし』

　　　　　Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 著　　

　読書会  一般 ※会場が変更になっています  ９日

 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡

　礼の年』　村上 春樹　著　　

●えほんのじかん　  ２～４歳児、保護者  ５日・１１日・２６日

  第１・第４月曜日、第２日曜日

                      （11時～11時20分）

 ５歳児～  ３日・１０日・２４日・３１日

　１７日を除く毎週土曜日
（10時15分～10時45分）  「ブケッティーノと鬼」 他

●えほんのじかん　  ３～５歳児、保護者  １０日・１７日

　第２・第３土曜日（10時30分～10時50分）  『しりたがりやのふくろうぼうや』 他

■おはなしのじかん  小学生以上  １０日・１７日

　第２・第３土曜日（11時～11時30分）  「ひなどりとねこ」他

　読書会  一般  １６日

　　第３金曜日（10時～12時）  『檸檬
れもん

』  梶井　基次郎 著

●えほんのじかん　  １歳～４歳児、保護者  １１日・１８日

  第２・第３日曜日（11時～11時20分）  『たまごのあかちゃん』 他

 ５歳児～  １１日・１８日

  第２・第３日曜日（11時30分～11時50分）  『やまなしもぎ』 他

　読書会  一般  １３日

　第２火曜日（13時30分～15時30分）  『夏目家順路』　朝倉 かすみ 著

　古文書を読む会  一般  １８日

　（13時30分～15時30分）  古文書の解読

　御津図書館

　℡（０７９）
　３２２－１００７

       各館の行事予定 ※詳細は各館へお問い合わせください。

 揖保川図書館

　℡（０７９１）
　７２－７６６６

　新宮図書館

　℡（０７９１）
　７５－３３３２

■おはなしのじかん

 『たまごのあかちゃん』 他

　第２木曜日（10時～11時30分）

　第２金曜日（10時～11時30分）

　龍野図書館

　℡（０７９１）
　６２－０４６９
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